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本格付手法は 2018 年 12 月発行の「ファイナンス･カンパニー」の格付手法」を改
訂するものである。今回の改訂では、2019 年 11 月のソブリン格付手法の改訂に伴
い導入されたスコアリングスケールにあわせ、マクロレベル指標のスコアリングスケー
ルを変更した。

はじめに
本格付手法は、世界のファイナンス・カンパニーの信用リスクを評価する際の一般的
なアプローチを説明するものである。本セクターの格付に影響を与える可能性のある
定性要因および定量要因に関する説明も含まれている。
本格付手法では、本セクターの格付に用いられるスコアカードについて説明している。
スコアカード 1 は、本セクターの信用プロファイルを推定し、本セクターの企業に格付を
付与する際に通常最も重要となる要因の多くを簡潔な形で説明するために、複合デフ
ォルト分析（JDA）と共にほとんどのケースで用いることのできる比較的単純な参照ツー
ルである。スコアカードの要因の評価には、過去のデータ、予測データ、あるいは両方
を用いる場合がある。
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また、格付に重要となり得るが、信用プロファイルの差別化に有効となるのは特定のケ
ースに限られることが多いため、スコアカードには含めなかった要因についても説明し
ている。さらに、1 つ以上のクロス・セクター格付手法で説明されている格付手法上の
考慮事項のいくつかが、本セクターの格付に関連性を持つ場合がある 2。また、格付
は将来を見通した評価であるため、リスクとその緩和要因の方向性に関する見解を定
性的に織り込むことが多い。

1

ムーディーズの格付手法およびリサーチにおいて「スコアカード」と「格付マッピング表」は同じ意味で
用いられる。

2

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブ
サイトを参照されたい。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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したがって、スコアカードのアウトプットがそのまま実際の格付に一致することは期待できない。
本格付手法は、(1) 本格付手法の適用範囲、(2) ファイナンス・カンパニーの格付に対する全体的な
アプローチ、(3) 単独ベースの評価要素の検討、(4) サポート要素の検討、(5) スコアカードに反映さ
れない格付上の他の考慮事項、(6) 発行体レベルおよび証券レベルで考慮する要素の検討、 (7) 格
付手法の想定、(8) 格付手法の限界、という順序で説明を進めている。
付録では、(1) 単独ベースの評価を導出するためのスコアカードの使用方法、(2) 各サブセクターの
財務プロファイル指標の基準値、(3) JDA の枠組み、(4) 関係者および政府からのサポートの評価に
おける JDA の適用方法、(5) ファイナンス・カンパニーに対するストレステスト、(6) ビジネス・ディベロッ
プメント・カンパニーの特徴、について説明している。

本格付手法の適用範囲
本格付手法は、事業ファイナンス、消費者ファイナンス、および関連サービスを提供するノンバンク・
ファイナンス・カンパニー 3にグローバルに適用される。ファイナンス・カンパニーには様々な金融サー
ビスが含まれるが、ムーディーズはこれらを 4 つのサブセクターに分類している。その内、伝統的なフ
ァイナンス・カンパニーで構成されるのが、レンダー、商業リース会社 4、ビジネス・ディベロップメント・
カンパニー（BDC）の 3 つのサブセクターである。4 つ目のサブセクターはサービス・プロバイダーおよ
びその他（サービス・プロバイダーと総称）で、これらはファイナンス関連サービスを提供するが、通常
はバランスシート上にローンあるいはリースを計上しない会社である。
本セクターに含まれるファイナンス・カンパニーのビジネスモデル、資産構成と資産の質、事業地域、
規制環境、信用プロファイルは多岐にわたる。事業が高度に分散しているファイナンス・カンパニーも
あれば、事業が単一の高リスク分野に高度に集中しているファイナンス・カンパニーもある。
本格付手法は、ムーディーズの分類において銀行または銀行類似の金融機関に含まれないレンダ
ーに適用される。銀行の定義およびファイナンス・カンパニーと区別する特徴については、銀行格付
手法を参照されたい。一部の金融機関はハイブリッド型である。そのようなケースでは、当該金融機
関の収益または資産に基づき、主たる事業活動（ただし、それらの事業活動が信用リスクの大部分と
結びついていない場合を除く）に最も適切であるとムーディーズが考える格付手法を適用する。他の
関連格付手法のスコアカードを用いて分析を補完する場合もある。事業会社の金融子会社について
は、事業会社の金融子会社格付手法と併せて本格付手法の全般的な原則を適用する。銀行格付
手法および事業会社の金融子会社格付手法を参照されたい 5。

ファイナンス・カンパニーの格付に対する全体的なアプローチ
ファイナンス・カンパニーのスコアカードのアウトプットはムーディーズの格付スケール上の 3 ノッチの
幅で表され、格付対象企業の単独ベースの評価を示すものである。付与される単独ベースの評価
は、ムーディーズの 21 段階の格付スケール上の小文字の数値付加記号付き文字スコアにより表さ
れ、ほとんどの場合、スコアカードのアウトプットの 3 ノッチのレンジに収まるが、そうでない場合もある。
関係者や公的なサポートが提供される可能性があり、それによって予想損失が低減すると考えられ
る場合、ムーディーズは単独ベースの評価に JDA の枠組みを適用してそれらのサポートを考慮した
調整を加える。事業会社の格付に破綻時損失に関する格付手法を用いる国では、破綻時損失に関
する格付手法とモデルを用いて投機的等級のファイナンス・カンパニーに証券レベルの格付を付与
する。投資適格等級のファイナンス・カンパニーに対し証券レベルの格付を付与する場合、および破

本件は信用格付付与の公表で
はありません。文中にて言及され
ている信用格付については、
ムーディーズのウェブサイト
(www.moodys.com)の発行体の
ページの Ratings タブで、最新の
格付付与に関する情報および
格付推移をご参照ください。
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ファイナンス・カンパニーには、自動車ファイナンス・カンパニー、ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、総合的商業
金融会社、商業リース会社、消費者金融会社、債務買取会社、ファクタリング会社、フィンテック企業、ペイデイ・ローン
会社、住宅ローン会社、学生ローン会社が含まれる。

4

ムーディーズは一般に、オペレーティングリースのオリジネーションを行う企業をレッサー、ファイナンスリースのオリジ
ネーションを行う企業をレンダーとみなしている。この分類は、ファイナンス・カンパニーのバランスシート上の資産の処
理方法に基づいており、レッシーまたはボロワーのバランスシート上の債務の処理方法とは無関係である。

5

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。
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綻時損失に関する格付手法が適用されない国においては、証券の担保と支払い請求優先順位の
差異に応じて事業会社の証券格付をノッチングするための格付手法を用いる。
ムーディーズのアプローチの全体像を図表 1 に示す。
図表 1

ファイナンス･カンパニーの格付アプローチの全体像

出所：ムーディーズ
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スコアカードの枠組み
単独ベースの評価に用いるスコアカードは 3 つのサブ要素から構成され、各要素はいくつかの要因
から構成される。財務プロファイルの 4 つの要因の内、いくつかは複数のサブ要因から構成される。
ファイナンス･カンパニーの 4 つのサブセクターにはそれぞれ若干異なるスコアカードが用いられる 6。
レンダーの評価に用いるスコアカードの例を次に示す（図表 2）。
図表 2

レンダーのスコアカードの例

* 「主な要因」の列には初期スコアの調整理由の要約を記載。

出所：ムーディーズ

透明性の観点から、ファイナンス・カンパニーのスコアカードはムーディーズによる財務指標の予想
（最終的なスコアに織り込まれる）が過去の実績とどう異なるかを示すことができるようになっている。
ファイナンス・カンパニーのスコアカードのアウトプットは、ムーディーズの格付スケール上の 3 ノッチの
レンジで表され、発行体の単独ベースでの評価を示すものである。レンジを用いるのは、個々の状況
に応じて、スコアカードの規定とは異なるウェイトを特定の発行体に適用する場合があることを考慮す
るためである。付与される単独ベースの評価は、ムーディーズの格付スケール上の小文字の数値付
加記号付き文字スコアにより表され、上述の理由により 3 ノッチのレンジに収まる場合も、そうでない
6
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ファイナンス・カンパニーに用いるスコアカードは、当該ファイナンス･カンパニーの収益または資産に基づく主たる事業
活動（ただし、それらの事業活動が信用リスクの大部分と結びついていない場合を除く）に応じたものを選択する。サブ
セクターをまたがり複数の事業部門を持つファイナンス･カンパニーの場合、他のサブセクターのスコアカードからのア
ウトプットも考慮する可能性がある。
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場合もあるが、ほとんどの場合、3 ノッチのレンジ内に収まる。コーポレート・ファミリーの単独ベースの
評価には、連結財務諸表に基づくスコアカードを用いる。
該当する場合は、JDA の枠組み 7 を適用して関係者からのサポート、次に政府からのサポートを織り
込む（詳細は付録 3 を参照）。関係者からのサポートおよび政府からのサポートはいずれも、サポート
提供の可能性と、サポート提供者の能力（一般に、関係者の場合は単独ベースの評価、政府の場
合は自国通貨建て長期債務格付に基づく）を考慮する。関係者からのサポートの評価は、発行体の
単独ベースの評価に加えるアップリフトのノッチ数のレンジ 8として示される。関係者からのサポートを
考慮後、付与された単独ベースの評価には、通常、JDA スコアカードから導出されるレンジのアップリ
フトが織り込まれているが、アップリフトのノッチ数がこのレンジを越える場合もある。JDA を適用した政
府サポートの評価でも、アップリフトのノッチ数のレンジが示される 9。付与されたコーポレート・ファミリ
ー/発行体格付は通常、示唆されたレンジの政府サポートによるアップリフトを織り込んでいるが、アッ
プリフトのノッチ数がこのレンジを越える場合がある。また、全てのケースで、付与されるコーポレート・
ファミリー/発行体格付には自国通貨建て債務のカントリーシーリングが織り込まれる。
一般に、スコアカード（定量的・定性的考慮事項に基づくファイナンス・カンパニーの単独ベースの信
用力を示す）と JDA の枠組み（関係者および政府からのサポート提供の可能性と、サポートによって
デフォルトの可能性や予想損失が低減する程度に応じてサポートを織り込む）を組み合わせて得ら
れるアウトプット 10が、投機的等級のファイナンス・カンパニーのコーポレート・ファミリー・レーティング
（CFR）、投資適格等級のファイナンス・カンパニーのシニア無担保債務格付または発行体格付を示
す。個々の証券格付にも支払い請求優先順位と担保に基づいたノッチングを織り込む。ノッチングの
決定に関する一般的なガイダンスは、投機的等級の事業会社の破綻時損失に関する格付手法と、
担保および支払い請求優先順位に基づく事業会社の証券格付の調整に関する格付手法で述べら
れている 11。後者の格付手法は、構造的劣後とそれが格付に与える影響に関する一般的な分析ア
プローチについても説明している。

1. スコアカード要因の測定または推定
各スコアカード要因のスコアを算出する一般的なアプローチを説明し、スコアカードで用いるウェイトを
示す。また、これらのスコアカードの要素が信用力指標として意味を持つ理由も説明する。サブ要因
の評価には通常、企業の財務諸表または規制上の提出書類の情報や、それらの情報から算出した
数値を用いたり、他の観察から導出した情報、あるいはムーディーズのアナリストが推定した情報を
用いる。
ムーディーズの格付は将来を見通したものであり、将来の財務・事業実績についてのムーディーズの
予想を反映している。一方、過去の実績は、ある企業と比較対象企業の実績のパターンやトレンドを
把握するうえで有益である。特に注記のない限り、スコアカードの過去の財務比率（バランスシート指
標）は通常、その時点での直近の財務諸表のデータを用いて算出する。損益計算書あるいはキャッ
シュフロー計算書に基づく指標については、（1）直近の会計年度に基づく指標、あるいは（2）直近の
3 会計年度に基づく指標の算術平均のいずれか弱い方を用いる 12。しかし、これとは異なる期間を用
いてスコアカードの要因を評価することもある。例えば、格付委員会が一定期間あるいは数年以上の
期間にわたる過去の実績および将来の業績予想を用いることが分析上有用と考えることがある。

5

NOVEMBER 26, 2019

7

キャプティブ・ファイナンス・カンパニーの場合、本手法を用いて単独ベースの評価を行い、格付に織り込む他の考慮事
項（事業会社である親会社からのサポート等）については、キャプティブ・ファイナンス･カンパニーの格付手法を用いる。
ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。

8

示唆されるアップリフトのノッチ数はゼロの場合もあれば、1 以上の場合もある。

9

示唆されるアップリフトのノッチ数はゼロの場合もあれば、1 以上の場合もある。

10

アウトプットはムーディーズの格付スケール上の数値付加記号付き文字格付で表される。

11

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。

12

詳細については、各サブセクターのスコアカードを示した付録 2 を参照。
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全ての定量信用指標には、金融機関の分析における財務諸表へのムーディーズの標準的調整およ
びハイブリッド証券に対する調整が加えられる 13。また、特定のファイナンス・カンパニーに対し個別に
他の分析上の調整を加えることもある。
ムーディーズが用いる一般的な指標の定義については、Moody’s Basic Definitions for Credit Statistics
(User’s Guide) を参照されたい。ムーディーズの標準的調整およびハイブリッド証券に対する調整につ
いては、金融機関の分析における財務諸表の調整に関するクロス・セクター格付手法および発行体
のハイブリッド証券のエクイティ・クレジットに関するクロス・セクター格付手法を参照されたい。これら
の格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。
各サブ要因の初期スコアは、後掲の要因のセクションで検討するように、過去の財務データまたは予
想財務データに基づいており 14、サブ要因の分析の有用な始点となる。ファイナンス・カンパニンーの
スコアカードは、ムーディーズによる財務指標の予想（最終的なスコアに織り込まれる）が過去の実績
とどのように異なるかを示すことができる。定量的なサブ要因の付与スコアには、ムーディーズの予
想と他の関連する考慮事項が織り込まれている。サブ要因の財務比率の付与スコアが過去の実績
に基づくスコアと異なり得る理由として、最近実施された、あるいは予想される事業買収・売却、レバ
レッジの上昇または低下につながるイベント、事業体あるいは業界関連の他のイベントを想定したプロ
フォーマ・ベースの調整の影響や、未開示情報に基づく予想財務比率が過去の実績から乖離する
こと、などが挙げられる。ムーディーズは、初期スコアが将来のトレンドの反映としてどの程度不正確で
あるかを分析し、主にそれに基づいてスコアの調整幅を決める。指標を予想する上で、ムーディーズ
はファイナンス・カンパニーの今後の業績や財務状況に大きく影響し得るような最近のイベント、ある
いは予見可能な将来において発生が予想されるイベント（広範囲にわたるイベントや発行体固有のイ
ベント）を考慮する可能性がある。また、収益、費用、キャッシュフローのストレステストを実施し、スト
レスシナリオにおいて付与スコアを維持できるかどうかを検討する。

単独ベースの評価要素の検討
単独ベースの評価は、ファイナンス・カンパニーの信用リスクを評価するための一般的なアプローチ
を構成する 3 つの主要要素の 1 つである。この要素は、財務プロファイル、事業環境、および事業プ
ロファイルと財務方針を考慮した定性的ノッチ調整の 3 つのサブ要素から構成される。

単独ベースの評価のサブ要素：財務プロファイル
このサブ要素は、単独ベースの財務プロファイルを評価するものである。このサブ要素は 4 つの要因
から構成され、各要因はサブ要因から構成される。ただし、下表に示すように、サブ要因はファイナ
ンス・カンパニーのタイプにより異なる。
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13

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。

14

過去の財務データは通常、直近の会計年度あるいは直近 12 ヵ月のデータを用い、金融機関の分析における標準的調
整を説明したクロス・セクター格付手法の標準的調整を織り込む。
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図表 3

ファイナンス・カンパニー：財務プロファイル要因とサブ要因のウェイト*
要因

サブ要因

収益性

純利益/平均管理資産
EBITDA/ (支払利息・優先株配当)

自己資本の充実度とレバレッジ

資産の質

†

レッサーの
サブ要因の
ウェイト

BDC の
サブ要因の
ウェイト

サービス・プロ
バイダーのサブ
要因のウェイト

10%

10%

10%

10%

-

5%

-

20%

25%

15%

-

10%

有利子負債/EBITDA

-

10%

-

25%

資産カバレッジ比率のクッション

-

-

35%

-

有形普通株主資本/有形管理資産

リース残存価値のエクスポージャー/有形普通株主資本
不良債権/総貸出
シニア有担保貸出/投資総額

キャッシュフローと流動性†

レンダーの
サブ要因の
ウェイト

-

15%

-

-

10%

-

10%

-

-

-

10%

-

純貸倒償却/平均総貸出

10%

-

-

-

満期有利子負債カバレッジ

10%

10%

20%

10%

FFO/有利子負債総額

15%

15%

-

25%

有担保負債/総有形資産

20%

20%

15%

-

100%

100%

100%

100%

財務プロファイル

* ファイナンス・カンパニーの各カテゴリーに適用される要因のウェイトは、そのカテゴリーのサブ要因のウェイトの合計に等しい。例えば、財務プロファイルのサブ要素である収益性
のウェイトは、レッサーの場合 15%である。
† 上表のサブ要因のウェイトは、全ての指標が利用可能な状況において適用するウェイトを示している。レンダーに限り、資産の質のスコアを付与するためには、不良債権/総貸出あ
るいは純貸倒償却/平均総貸出の少なくとも 1 つが必要とされる。これらの指標の一方が利用できない場合、初期スコア、付与スコアのいずれについてもその指標のウェイトをもう
一方の指標のウェイトに加算することにより再配分する。レンダー、レッサー、サービス･プロバイダーについては、キャッシュフローと流動性のスコアを付与するためには、初期スコ
ア、付与スコアのいずれについても満期有利子負債カバレッジあるいは FFO/有利子負債総額の少なくとも 1 つが必要とされる。FFO/有利子負債総額が利用できない場合、初期ス
コア、付与スコアのいずれについてもそのウェイトを満期有利子負債カバレッジのウェイトに加算することにより再配分する。向こう 12 ヵ月で満期を迎える有利子負債（比率の分
母）がないため満期有利子負債カバレッジを算出できない場合、初期スコアについてはそのウェイトを FFO/有利子負債総額のウェイトに加算することにより再配分する。付与スコア
は、後掲のサブ要因の検討において述べる評価方法に従い、上表のウェイトを適用して評価する。

出所：ムーディーズ

要因 1: 収益性
この要因を重視する根拠
収益力は金融機関の長期的な成功または失敗を左右する重要な決定要因である。ファイナンス・カ
ンパニーの長期的収益性は、自己資本を創出し、債権者に対する債務履行を支える能力を構成す
る主要な要素である。コア収益または経常収益は、信用関連損失や市場リスク、オペレーショナルリ
スク、事業リスクによる損失を吸収する最初の防衛手段となる。また、ファイナンス・カンパニーは高
い頻度で多額の借り換えを行う必要があるという観点からも、強固な収益性は投資家の信認を維持
するための非常に重要な要因である。
ムーディーズは収益性を分析するため、企業の平均管理資産に対する純利益の比率を評価する。
ここでオンバランスの総資産ではなく平均管理資産を用いる理由は、管理資産にはオフバランスの
関連資産が含まれる場合があり、収益性資産の合計を示す指標として適切だからである。オフバラ
ンス資産の例として、証券化資産やセール・リースバック資産が挙げられる（会計制度により異なる）。
また、企業の営業利益の重要な指標である利息・税・減価償却費控除前利益（EBITDA）で支払利
息をどの程度余裕を持ってカバーできるかも評価する。この比率を用いるのはキャッシュフロー・ベー
スのビジネスモデルを採用しているファイナンス・カンパニー（レッサー、サービス・プロバイダー）のみ
である。この比率はレッサーやサービス・プロバイダーが事業資金の借り入れや借り換えを行う能力を
示す重要な指標である。
スコアカードにおける評価方法
純利益/平均管理資産（全てのファイナンス・カンパニーに適用）：

この比率の適用対象は、レンダー、レッサー、BDC、サービス・プロバイダーである。
純利益（税を含む全費用を控除後の最終利益）を分子、平均管理資産を分母として算出する。
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過去の比率は（1）直近の会計年度の数値に基づく比率、または（2）直近の 3 会計年度の年間比率
の平均のいずれか弱い方を用いて算出する。
EBITDA / 支払利息・優先株配当：

この比率の適用対象は、レッサーおよびサービス・プロバイダーである。
EBITDA を分子とする。ムーディーズは、のれんおよび他の無形資産に関連した減損費用を減価償
却費と類似した費用とみているため、明確性の観点から、この比率で用いる EBITDA にはこれらの費
用を足し戻している。また、負債の買戻しに伴う実現損益は通常、EBITDA から控除する。ムーディー
ズはそのような取引を通常は非経常的な項目と看做すからである。EBITDA には、従来のキャッシュ
フロー指標では捕捉されないが、持続可能なキャッシュフローの測定に重要であるとムーディーズが
考える費用（株式報酬など）を含む場合がある。
比率の分母には、負債返済の指標として、支払利息と優先株配当を用いる。
過去の比率は、（1）直近の会計年度の数値に基づく比率、または（2）直近の 3 会計年度の年間比
率の平均のいずれか弱い方を用いて算出する。
要因 1

収益性
サブ要因

サブ要因の
ウェイト

サブセクター

純利益/平均管理資産(%)

10%

レンダー、レッサー、
BDC、サービス・
プロバイダー

EBITDA/
支払利息・優先株配当 (x)

5%

レッサー

20%

サービス・プロバイダー

Aaa

Aa

A

Baa

> 8.5% 5.5 – 8.5% 2.5 – 5.5% 1 - 2.5%
> 8.5x
> 8x

7.5 - 8.5x 6.5 - 7.5x
7 - 8x

6 - 7x

Ba

B

0.5 – 1%

Caa

Ca

0 - 0.5% (2.5) - 0% < (2.5)%

4 - 6.5x

3 - 4x

1 - 3x

0.5 - 1x

< 0.5x

5 - 6x

3.5 - 5x

1 - 3.5x

0.5 - 1x

< 0.5x

出所：ムーディーズ

サブ要因の調整
スコアカードの調整手法の概略については、既出の「スコアカード要因の測定または推定」のセクショ
ンを参照されたい。収益性のサブ要因スコアの調整につながる一般的な考慮事項として、以下が挙
げられる。
プロフォーマ・ベースの調整。収益性の各サブ要因に付与するスコアは、プロフォーマ・ベースの調整
に基づき初期スコアから上方または下方に調整する可能性がある。最近実施した、または予想され
る事業買収・売却、最近の会計報告期間に認識された特別項目および非経常項目などを調整に織
り込む。
予想トレンド。収益性のサブ要因の比率の重要なトレンドや方向性が初期スコアに十分に織り込まれ
ていないと考えられる場合、それらを反映させるため初期スコアを上方または下方に調整する可能
性がある。これらの調整は、企業固有のトレンドと業界全体のトレンドを反映することがある。例えば、
レンダーの純利益/平均管理資産のサブ要因スコアが、信用サイクルを通じたパフォーマンスを反映
していないと考えられる場合、高い貸出金減損の可能性を織り込むために、このサブ要因のスコアを
下方調整することがある。また、企業が高リスク事業に参入し、ムーディーズが調整前の収益性は経
年ポートフォリオの標準化後の減損および償却の水準を反映していないと考える場合、収益性のサ
ブ要因スコアを下方調整することがある。
ストレステスト。ムーディーズは収益、費用、キャッシュフローのストレステストを実施し、その結果を付
与スコアに織り込む可能性がある。
収益の変動性。収益の変動性を反映させるため、過去データに基づくスコアを上方または下方に調
整する可能性がある。収益の安定性は債券保有者にとってプラスとなる重要な要因である。ファイナ
ンス・カンパニーが事業および市場サイクルの上昇・下降の波を乗り切る能力は、相対的な信用力
に寄与する重要な要因である。市場の好況期には高い収益を創出するが、低迷期には低収益ある
いは損失を計上する企業は、サイクルにかかわらず安定的で持続可能な利益を計上する企業に比
べ、キャッシュフローの安定性が低い。
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要因 2：自己資本の充実度とレバレッジ
この要因を重視する根拠
評価損を含む資産の変動性や、金融市場の混乱をもたらすシステム全体の危機の影響を吸収する
ファイナンス・カンパニーの能力を評価する上で、自己資本の充実度は重要な要素である。自己資
本が十分な水準にあれば、財務の柔軟性が高まり、ストレス時に資本市場からの資金調達能力を支
えるとみられる。レバレッジが低ければ、戦略上の選択肢が増える。例えば、事業の成長や買収のた
めの資金を調達しやすい。あるいは、非中核事業を売却し、撤退事業の損失を吸収することが容易
になる。
有形資本の有形資産に対する比率の分析により、レンダー、レッサー、サービス・プロバイダーの資本
基盤を評価するほか、キャッシュフローの特性が事業会社に類似しているレッサーとサービス・プロバイ
ダーについては、レバレッジ指標（有利子負債/EBITDA）も評価する。有利子負債/EBITDA および FFO
（運用資産および負債の増減の調整前の営業キャッシュフロー）/有利子負債で測定する負債レバレッ
ジは、ファイナンス・カンパニーの負債の元利払い、事業資金調達、投資家からの資金調達の能力を
示す重要な指標である。強固な資本基盤と同様、低レバレッジは財務の柔軟性を高める。逆に、高レ
バレッジは財務の柔軟性を制約し、資本市場からの調達能力を大きく制約する可能性がある。
ムーディーズは、BDC の資産カバレッジ比率（ACR）と、規制当局またはクレジットファシリティのコベナ
ンツが規定する ACR の所要水準との間にどの程度のクッションがあるかを評価し、BDC の自己資本
の充実度とレバレッジを測定または推定する。これは、BDC の信用プロファイルは、規制上の ACR の
所要水準や、クレジットファシリティに設定された ACR コベナンツ（通常、規制上の所要水準以上に
設定される）の抵触から発生するイベント・リスクの影響を受けやすいためである。ACR コベナンツに
抵触した場合、通常、貸し手はデフォルト事由を宣言し、債務償還を加速するため、BDC にとって
ACR コベナンツの抵触は重大な流動性リスクである。ACR コベナンツの抵触は通常、未実現損失ま
たは実現損失（評価損失）による自己資本の毀損を反映している。
スコアカードにおける評価方法
有形普通株主資本/有形管理資産：

この比率の適用対象は、レンダー、レッサー、サービス・プロバイダーである。
有形普通株主資本を分子とする 15。分母は有形管理資産（TMA）で、これは総有形資産を表し、証
券化資産やセール・リースバック資産等のオフバランス資産を含む。
過去の比率は、直近の報告期間（会計年度または中間期）の数値に基づいて算出する。
有利子負債 / EBITDA:

この比率の適用対象は、レッサーおよびサービス・プロバイダーである。
分子には有利子負債総額を用いる。これには無担保負債を含め、ノンリコース負債を含む有担保負
債については、担保資産からのキャッシュフローが EBITDA に含まれる場合はこれに含める。
分母には EBITDA を用いる。ムーディーズは、のれんおよび他の無形資産に関連した減損費用を減
価償却費と類似した費用とみているため、この比率に用いる EBITDA にはこれらの費用を足し戻して
いる。また、負債の買戻しは通常、非経常的な項目とみなすため、それによる実現損益を EBITDA
から差し引く。EBITDA には、従来のキャッシュフロー指標では捕捉できないが持続可能なキャッシュ
フローの測定に重要であるとムーディーズが考える費用（株式報酬など）が含まれる可能性がある。
他の指標と同様、金融機関の財務指標の調整に関するクロス・セクター格付手法に従い、この指標
にも標準的調整を加える 16。
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15

有形普通株主資本（TCE）は、株主資本から優先株、少数株主持分、公正価値剰余金/売却可能有価証券評価差額金、
資産再評価差額金、ヘッジ準備金/キャッシュフロー・ヘッジの調整、のれん、関連する繰延税金債務を控除した他のす
べての無形資産を差し引いたもの。さらに、ムーディーズによるハイブリッド証券のエクイティ・クレジットを反映させるた
めの調整も加える。TCE は本格付手法で用いる他のサブ要因指標でも用いられる。

16

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。
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過去の比率は、（1）直近の会計年度の数値に基づく比率、または（2）直近の 3 会計年度の年間比
率の平均のいずれか弱い方を用いて算出する。
資産カバレッジ比率のクッション (ACR クッション):

この指標の適用対象は BDC である。
ACR クッションはいずれの期間においても、発行体の ACR からコベナンツに規定された所要 ACR と
規制上の所要 ACR とのいずれか大きい方を差し引いた値を、コベナンツに規定された所要 ACR と
規制上の所要 ACR とのいずれか大きい方で割った値である。
総資産から有利子負債以外の債務を差し引いた金額を ACR の分子とする。分母は有利子負債総
額である。米国中小企業庁（Small Business Administration, SBA）プログラムからの借入等、いくつか
のタイプの債務は比率に算入しない。
過去の ACR 比率は、BDC が直近の財務報告で開示した ACR を用いる。未開示の場合、直近の四
半期業績に基づきムーディーズが推定する。
要因 2

自己資本の充実度とレバレッジ
サブ要因

有形普通株主資本 /
有形管理資産 (%)
有利子負債 / EBITDA
(x)
資産カバレッジ比率の
クッション (%)

サブ要因のウェイト

サブセクター

25%

レンダー

Aaa

Aa

A

Baa

> 50%

31 - 50% 16 - 31% 12 - 16%

Ba

B

8 - 12%

4 - 8%

Caa

Ca

(15) - 4% < (15)%

15%

レッサー

> 50%

35 - 50% 27 - 35% 20 - 27% 14 - 20%

11 - %

8 - 11%

10%

サービス・プロバイダー

> 20%

16 - 20% 12 - 16%

0 - 4%

(10) - 0% < (10)%

< 0.5x

0.5 - 1.5x 1.5 - 2.5x 2.5 - 3.5 x 3.5 - 4.5x 4.5 - 6.5x

> 50%

35 - 50% 25 - 35% 17.5 - 25% 10 - 17.5% 0 - 10% (25) - 0% < (25)%

10%

レッサー、

25%

サービス・プロバイダー

35%

BDC

8 - 12%

4 - 8%

6.5 –
10.0x

< 8%

> 10x

出所：ムーディーズ

サブ要因の調整
スコアカードの調整手法の概略については、既出の「スコアカード要因の測定または推定」のセクショ
ンを参照されたい。自己資本の充実度とレバレッジのサブ要因スコアの調整につながる一般的な考
慮事項として、以下が挙げられる。
プロフォーマ・ベースの調整。自己資本の充実度とレバレッジの各サブ要因に付与するスコアは、プロフ
ォーマ・ベースの調整に基づき初期スコアから上方または下方に調整する可能性がある。最近実施し
た、あるいは予想される負債償還または発行、株式発行、事業買収・売却、最近の会計報告期間に
認識された特別項目および非経常項目、配当方針等の財務方針の変更などを調整に織り込む。
予想トレンド。自己資本の充実度とレバレッジのサブ要因の比率の重要なトレンドや方向性が初期ス
コアに十分に織り込まれていないと考えられる場合、それらを反映させるため初期スコアを上方また
は下方に調整する可能性がある。ムーディーズは、初期スコアが例外的な要因を反映していないか
どうかを分析する。例えば、買収計画や他の企業イベントに備えて多額の資金を保有しているため、
自己資本が一時的に高水準にある企業がこれに相当する。また、予想される収益性のトレンドや、そ
れが自己資本とレバレッジに与える影響を反映させるため、自己資本とレバレッジのスコアを上方ま
たは下方に調整する。
過度な成長。資産の増加はリスク選好の高まりを示す先行指標となる場合がある。業界平均を上回
る資産の増加率は、より積極的な戦略がとられていることを示唆する。ファイナンス・カンパニーの資
産増加率が同業他社と比べ著しく高い場合、自己資本のスコアを下方調整する。また、ファイナン
ス・カンパニーの資産増加率が自己資本の増加率を上回っている、あるいは上回ると予想される場
合、このような調整が行われる可能性がより高くなる。
その他の調整。持ち株会社が自身で発行した負債あるいは偶発負債の返済資金を子会社からの配
当に依存している場合、ダブルレバレッジを反映するため自己資本のスコアを下方調整する可能性
がある。関係者と多額の取引（株主への貸出など）がある場合も、過去の財務データに基づく自己資
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本のスコアを下方調整する可能性がある。現金と資本がプロジェクト開発のために割り当てられ、株
式投資に似た高いリスクをもたらす場合も、自己資本のスコアを下方調整する理由となり得る。契約
に基づき強固で予測可能なキャッシュフローが見込める流動性の高い資産を購入またはオリジネー
トするファイナンス・カンパニーについては、自己資本のスコアを上方調整する可能性がある。ファイ
ナンス・カンパニーが減資を計画しているとムーディーズが考える場合、自己資本のスコアを下方調
整する可能性がある。ファイナンス・カンパニーが多額の不動産を所有・運用している場合（例えば、
オフィスビルを所有し、それを事業者に賃貸している場合 17）、不動産の減価償却がファイナンス･カ
ンパニーの資本および資産基盤に与える影響を除いた調整後比率を検討した上で、有形普通株主
資本/有形管理資産のスコアを上方調整する可能性がある。

要因 3：資産の質
この要因を重視する根拠
資産の質は、レンダーおよび BDC の収益と自己資本の創出を左右する主要要因である。ファイナン
ス・カンパニーは、単一の資産クラスへの集中がみられたり、本質的にリスクが高く（サブプライムロー
ンなど）、資産の質の予想パフォーマンスに関係なく投資家の信認の変化に影響されやすいニッチ・
セクターで事業を行うことが多い。資産がより高度に分散したレンダーに比べ、ファイナンス・カンパニ
ーは信用サイクルの下降局面において資産の質の悪化の度合いが大きくなる。さらに、資産の質に
関する不測の問題の発生は、ファイナンス・カンパニーの収益、債務返済能力、自己資本にマイナ
スの影響を与える最も大きなリスクの源泉の一つとなることが多い。投資家のリスク許容度が低下し、
資産の質の悪化やリスク波及に対しネガティブな反応を示すことも、ファイナンス・カンパニーの資本
市場へのアクセスと必要資金の調達能力を毀損し得る。
伝統的なファイナンス・カンパニーの貸出ポートフォリオにおける減損資産あるいは減損の可能性が
ある資産の比率や、損失が発生した、あるいはその可能性がある資産の比率は、事業の持続可能
性を示す重要な指標である。減損あるいは損失の水準は、資産の性質に照応している場合が多い。
例えば、多額のサブプライムの消費者ローン・ポートフォリオを有するレンダーは、より分散したポート
フォリオを有するレンダーに比べ、貸倒損失率が高い。貸出資産の質の悪化に伴う不良債権比率の
上昇は、貸倒損失の発生や、それに伴い支払能力に圧力が加わり、収益および債券保有者を保護
する資本バッファーが減少するなどの問題が発生する可能性の警告となる。
レッサーの場合、株主資本に対するリース残存価値のエクスポージャーは、将来の資産価値のパフ
ォーマンスに関するムーディーズの見解を形成するための情報となる重要な指標である。
BDC については、貸出ポートフォリオ総額と比較した投資ポートフォリオのシニア有担保ローンの金額
を検討することが重要である。一般に、ジュニア証券が占める比率が比較的高いほど、コベナンツ抵
触のリスクが高い。
キャッシュフロー・ベースの事業が大半を占めるサービス・プロバイダーおよびそれに類似したファイ
ナンス・カンパニーについては、資産の質のスコアカード指標を使用しない。
スコアカードにおける評価方法
不良債権/総貸出：

この比率の適用対象はレンダーおよび BDC である。
この比率の分子には総不良債権を用いる。不良債権の定義は各社で異なる場合があるが、ムーデ
ィーズは不良債権を、（1）IFRS またはそれに概ね類似した会計基準に基づいて財務報告を行うファ
イナンス・カンパニーについては、IAS39 号パラグラフ 59（またはこれを継承する規定）が定義する
「減損貸出金」、または（2）未収利息計上停止債権と 90 日以上延滞の未収債権と定義している。
ファイナンス・カンパニーによる不良債権の開示は統一されていないため、ムーディーズは比較可能
性を高めるための調整を行うことがある。

17
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この比率の分母には総貸出を用いる。総貸出は顧客への貸出金とファイナンスリースを含むが、未
収所得、貸倒損失引当金、他の控除は含まない。BDC の不良債権比率は公正価値ベースで算出
する。
過去の比率は、（1）直近の会計年度の数値に基づく比率、または（2）直近の 3 会計年度の年間比
率の平均のいずれか弱い方を用いて算出する。
純貸倒償却/平均総貸出：

この比率の適用対象はレンダーである。
分子には純貸倒償却を用いる。これは、回収の可能性が低い貸出金から回収額を控除した純額で
ある。総貸出の定義は、上述の不良債権/総貸出のサブ要因と同一である。
過去の比率は、（1）直近の会計年度の数値に基づく比率、または（2）直近の 3 会計年度の年間比
率の平均のいずれか弱い方を用いて算出する。純貸倒償却のデータが入手できない場合、このサ
ブ要因のウェイトは不良債権/総貸出のサブ要因に配分される。
リース残存価値のエクスポージャー/有形普通株主資本：

この比率の適用対象はレッサーである。
分子にはリース残存価値を用いる。リース残存価値は、正味リース投資額から将来の最低リース料
の現在価値を差し引いて算出する。分母には有形普通株主資本を用いる。過去の比率は通常、直
近の報告期間（直近の会計年度または中間期）の数値に基づいて算出する。
シニア有担保貸出/投資総額：

この比率の適用対象は BDC である。
分子には BDC のシニア無担保貸出を用い、分母には公正価値で評価した投資ポートフォリオ総額
を用いる。
過去の比率は通常、直近の報告期間（直近の会計年度または中間期）の数値に基づいて算出する。
要因 3

資産の質
サブ要因

サブ要因
のウェイト サブセクター

不良債権/総貸出 (%)

10%

レンダー、
BDC

純貸倒償却/平均総貸出 (%)

10%

レンダー

Aaa

Aa

< 0.25%

0.25 0.5%

< 0.5%

0.5 - 1%

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

2 - 4%

4 - 7%

7 - 10%

> 10%

1.5 - 3%

3 - 5%

5 - 8%

8 - 15%

> 15%

100 200%

200 300%

300 400%

70 - 85%

55 - 70%

45 - 55%

0.5 - 0.75% 0.75 - 2%
1 - 1.5%

リース残存価値のエクスポージャー/
有形普通株主資本 (%)

15%

レッサー

< 10%

10 - 50% 50 - 100%

シニア有担保貸出/投資総額 (%)

10%

BDC

> 95%

90 - 95%

85 - 90%

400 -500% > 500%
35 - 45%

< 35%

出所：ムーディーズ

サブ要因の調整
スコアカードの調整手法の概略については、既出の「スコアカード要因の測定または推定」のセクショ
ンを参照されたい。資産の質のサブ要因スコアの調整につながる一般的な考慮事項として、以下が
挙げられる。
プロフォーマ・ベースの調整。資産の質の各サブ要因に付与するスコアは、プロフォーマ・ベースの調
整に基づき初期スコアから上方または下方に調整する可能性がある。最近実施した、あるいは予想
される事業または資産ポートフォリオの買収・売却を調整に織り込む。例えば、高リスク事業から撤退
した企業や低リスク事業に参入した企業の資産の質のスコアを上方調整し、高リスク事業に参入した
企業のスコアを下方調整する可能性がある。
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予想トレンド。これらの比率の重要なトレンドや方向性が初期スコアに十分に織り込まれていないと考
えられる場合、それらを反映させるため初期スコアを上方または下方に調整する可能性がある。通
常、資産の質の過去の指標が最近のトレンドあるいは新たなトレンドと合致しているかどうかを検討す
る。その際に、信用サイクルや他の業界トレンドが資産の質の指標に影響を与える可能性を検討する
ことがある。サイクルを通じた実績がない企業の場合、サイクルの影響を調整するためサブ要因のス
コアを下方調整する可能性がある。ファイナンス・カンパニーが新事業に参入する場合も、下方調整
する可能性がある。また、引受基準を緩和したが、資産の質の悪化が指標にまだ表れていないとム
ーディーズが考える場合も、資産の質のスコアを下方調整する可能性がある。
急速な成長。貸出、リース、あるいは投資ポートフォリオの急速な拡大も、リスク選好を積極的に高め
る姿勢を示すとみられ、変動性を高める要因となるため、スコアの下方調整につながる可能性があ
る。急成長している企業は、自社のリスクマネジメント能力および内部統制プロセス・システムを超え
たリスクをとる可能性がある。これは、信用力を毀損する重大なリスクマネジメントと内部統制の失敗
を招く可能性がある。
ポートフォリオ構成。ポートフォリオ構成とリスクの分散に関するムーディーズの見解を反映させるた
め、サブ要因スコアを上方または下方に調整する可能性がある。少数の債務者、特定のセクターあ
るいは地域への多額のエクスポージャーなど、パフォーマンスの変動性の上昇につながる高い集中
度がみられる場合、資産の質のスコアを下方調整することがある。貸出金の回収率に関するムーデ
ィーズの見解を反映させるため、資産の質のサブ要因スコアを上方または下方に調整する可能性が
ある。例えば、無担保貸出を行うレンダーは、確実な担保を持つ不動産ローンのレンダーやレッサー
に比べ、回収率が低いとみられる。レッサーについては、残存価値エクスポージャーの指標を評価す
る際に、アセットクラス間のリスクの差を定性的に織り込む可能性がある。
会計方針・報告制度の相違。ファイナンス・カンパニーが資産を公正価値で評価し、したがって償却
を計上しない場合、評価損リスクに基づいて資産の質のスコアを下方調整する必要性を評価する。
また、不良債権や償却の認識に関わる会計方針の評価に基づき、調整を行う可能性がある。例え
ば、短期サブプライムローンをオリジネートするレンダー（ペイデイ・ローン会社など）については、不良
債権のサブ要因スコアを下方調整する。その種の貸出金は、未収利息計上停止債権に分類される
前に償却される可能性があるためである。
業務リスクと規制リスク。ペイデイ・ローン会社、政府支援機関（GSE）に売却した債権の買戻しリスク
を抱える米国の住宅ローン会社といった高い業務リスクおよび規制リスクに晒されるファイナンス・カ
ンパニーについては、資産の質のスコアを調整する可能性がある。

要因 4：キャッシュフローと流動性
この要因を重視する根拠
ファイナンス・カンパニーが継続的に流動性にアクセスできる能力は、事業モデルの不可欠な要素で
ある。ほとんどのファイナンス・カンパニーは、市場の信認への感応度が高いホールセール調達に大
きく依存している。この点で、中央銀行から資金を調達することができ、市場要因のストレスに対し耐
性を持つ安定的で低コストのリテール預金を有する銀行に比べ、ファイナンス・カンパニーはきわめて
不利である。企業固有の要因あるいは市場イベントによって流動性危機が発生すれば、たとえ最も
強固なファイナンス・カンパニーでも深刻な影響を受ける一方、流動性が潤沢であれば、厳しい状況
下で十分な資金を確保できる。
ホールセール市場からの調達は時として不確実性を伴うため、向こう 12 ヵ月で満期となる負債の返
済に充当可能な流動性源（定義は後述）を測定する。これが満期有利子負債カバレッジ指標の基
礎となる。この指標は、ファイナンス・カンパニーの財務の柔軟性と、直ちに利用できるオンバランス
の資金と偶発事象に備えた流動性コミットメントにより満期となる短期負債を十分にカバーできるかど
うかを示す重要な指標である。
また、有担保負債によって調達された資産の金額も考慮する。抵当権が設定された資産は、予期
せず資金が必要となった際の流動性源として利用できないため、有担保負債に大きく依存すれば財
務の柔軟性が低下する。負債と比較したキャッシュフローの水準は、流動性ファシリティを確保し、維
持する能力を示す重要な指標である。
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スコアカードにおける評価方法
満期有利子負債カバレッジ（すべてのファイナンス・カンパニーに適用）：

使途に制約のない現金、担保未提供の流動性の高いソブリン債・政府機関債への投資、満期 1 年
以上の無担保の銀行コミットメントライン、売却可能な米国のプライム住宅ローン（20%のヘアカットを
適用）の合計を分子（流動性源）とする。
分母には向こう 12 ヵ月以内に満期となる有利子負債（証券化を除く）を用いる。
流動性の高いソブリン債および政府機関債には、ソブリン債および高格付のソブリン証券への投資を
含める。
この比率は、ムーディーズが極めて確実性が高く、即座に使用可能と考える流動性源（ヘアカット適
用後）および無担保の銀行コミットメントライン（分散した信用力の高いカウンターパーティが提供する
満期 1 年以上のコミットメントライン）によって、12 ヵ月以内に満期となる負債をカバーする能力を測
定する指標である。この負債には、全ての借入債務（ターム物証券化などのノンリコースの自己回収
構造の負債を除く）が含まれる。
過去の比率は直近の会計年度の数値を用いて算出する。
FFO（運用資産および負債の増減の調整前の営業キャッシュフロー）/有利子負債総額：

この比率の適用対象はレンダー、レッサー、サービス・プロバイダーである。
分子には調整後 FFO、分母には有利子負債総額を用いる。
レンダーについては、ムーディーズの標準的な定義による FFO（運用資産および負債の増減の調整
前の営業キャッシュフロー）を調整した値を用いる。貸出金のオリジネーションと回収を営業キャッシ
ュフローとして報告するレンダーの場合、通常の状況における内部創出資金をより適切に評価し、開
示内容が異なるファイナンス・カンパニー間の比較可能性を高めるため、それらの項目を FFO から
控除する。この調整により、貸出金の回収とオリジネーションの差である貸倒損失を営業キャッシュフ
ローから投資キャッシュフローに再分類する。そうすることで、貸出金の回収とオリジネーションを投資
キャッシュフローとして報告するレンダーの FFO の算出と整合性をとることができる。
レンダーに対する 2 番目の調整は、引当費用と貸倒損失を相殺することである。引当費用は非現金
項目で、一般に営業キャッシュフローに足し戻される。貸倒損失は企業による開示あるいはムーディ
ーズの調整により、投資キャッシュフローに算入される。ムーディーズは、貸倒損失の代理数ととして
純貸倒償却（償却貸出金から回収額を差し引いた金額）を営業キャッシュフローから差し引くという
調整を行う。この調整により、引当費用（非現金項目であり、サブプライムローンのレンダーの営業キ
ャッシュフローにおいて大きな比率を占める）がほぼ相殺される。
債務買取会社については通常、FFO の標準的定義を次のように調整する。すなわち、(1) 貸出ポート
フォリオの買取額を足し戻し、(2) 買い取ったポートフォリオの償却額を営業キャッシュフローから控除
する。このような調整を加えて FFO を算出するのは、債務買取に関連してキャッシュフローが増加ま
たは減少することで生じる歪みを取り除き、本来のキャッシュ創出力をより適切に評価するためであ
る。
有担保負債/総有形資産：

この比率の適用対象はレンダー、レッサー、BDC である。サービス・プロバイダーは一般に、流動性創
出のために証券化できる利付き資産を保有しないため、調達能力が資産の担保設定の有無に左右
されることはない。
分子には有担保負債、分母には有形資産の総額（貸倒引当金控除前）を用いる。
過去の比率は直近の会計年度の数値を用いて算出する。
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要因 4

キャッシュフローと流動性
サブ要因

満期有利子負債カバレッジ
(%)

FFO / 有利子負債総額 (%)

有担保負債/総有形資産 (%)

サブ要因の
ウェイト

サブセクター

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

10%

レンダー、レッサー、
サービス・プロバイダー

> 400%

300 400%

200 300%

120 200%

60 - 120% 40 - 60% 5 - 40%

< 5%

20%

BDC

> 400%

300 400%

200 300%

120 200%

60 - 120% 40 - 60% 5 - 40%

< 5%

15%

レンダー

15%

レッサー

25%

サービス・プロバイダー

20%

レンダー

20%

レッサー

15%

BDC

> 65%

0%

45 - 65% 30 - 45% 20 - 30% 12.5 - 20% 5 – 12.5%

0 - 8%

8 - 15%

0 - 5%

15 - 30% 30 - 45% 45 - 60% 60 - 80%

< 0%

> 80%

出所：ムーディーズ

サブ要因の調整
スコアカードの調整手法の概略については、既出の「スコアカード要因の測定または推定」のセクショ
ンを参照されたい。キャッシュフローと流動性のサブ要因の調整につながる一般的な考慮事項として、
以下が挙げられる。
プロフォーマ・ベースの調整。キャッシュフローと流動性の各サブ要因に付与するスコアは、プロフォ
ーマ・ベースの調整に基づき初期スコアから上方または下方に調整する可能性がある。最近実施し
た、あるいは予想される企業イベントや、最近の会計報告期間に認識された他の特別項目および非
経常項目を調整に織り込む。そのようなイベントの例として、負債償還または発行、プロジェクト開発
や必要資金の割当、株式発行、事業買収・売却、資産売却損益などがある。調整後スコアには、利
用可能な代替流動性の金額に関するムーディーズの見解および通常の状況における内部創出資
金の推定を織り込む。
予想トレンド。これらの比率の重要なトレンドや方向性が初期スコアに十分に織り込まれていないと考
えられる場合、それらを反映させるため初期スコアを上方または下方に調整する可能性がある。
ストレステスト。流動性ストレステストに基づき、流動性ポジションの耐性に関するムーディーズの見解
を反映させるため、サブ要因スコアを上方または下方に調整する可能性がある。ストレスケース･シナ
リオを用いて、市場イベントに対応するための流動性および柔軟性、ならびにストレス状況下で必要
資金を調達し、資産をオリジネートする能力を分析する。
ファイナンス･カンパニーに対するストレス･シナリオは付録 5 で説明する。
BDC については、ACR クッションの大きさと、クレジットファシリティの ACR コベナンツあるいは規制上
の ACR 要件に抵触する可能性に基づき、キャッシュフローと流動性のサブ要因スコアを下方調整す
る可能性がある。
短中期の満期。有利子負債の満期構成に応じて、満期有利子負債カバレッジのサブ要因スコアを
上方または下方に調整する可能性がある。満期有利子負債カバレッジによって捕捉される満期 12
ヵ月以内の負債を考慮するが、1 年後より先の中期（3 年から 6 年）に満期となる負債についても考
慮する可能性がある。また、比率の分母となる満期 12 ヵ月以内の負債がないため 12 ヵ月カバレッ
ジ比率を算出できない場合は、スコアを付与するために 12 ヵ月後より先の流動性プロファイルも考
慮する。例えば、満期 1 年以内の負債がない場合でも、24 ヵ月以内に多額の元本返済が予定され
ている負債は通常、流動性プロファイルと関連する要因とみなす。中期的な満期集中も、特に満期
の 1 年前までリファイナンスを行わないファイナンス・カンパニーの場合は、流動性プロファイルに関
連する要因とみなす可能性がある。例えば、既存負債のスプレッドまたは利息が、現在の市場で借り
入れるより有利な場合、ムーディーズは、ファイナンス・カンパニーが流動性を悪化させても敢えてリ
ファイナンスを先延ばしにするであろうと判断する可能性がある。
その他の調整。この他にもキャッシュフローと流動性のサブ要因スコアに調整を加える場合がある。
ファイナンス・カンパニーの満期有利子負債カバレッジ指標に含まれるソブリン債および政府機関債
の発行体の格付が低い場合や、それらの証券の流動性に市場要因による制約、または構造的な制
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約がある場合、満期有利子負債カバレッジのスコアを下方調整する可能性がある。このようなケース
では、そうした証券に対するヘアカットを調整後スコアに反映させる場合がある。
ファイナンス･カンパニーが有担保クレジットラインを使用するための担保未提供資産を十分に保有し
ている場合、そのクレジットラインを織り込んで満期有利子負債カバレッジを上方調整する可能性が
ある。担保として利用できる資産の金額は期間により大きく変動し得るため、ムーディーズは通常、そ
れらの資産にヘアカットを適用する。
レッサーの満期有利子負債カバレッジと FFO/有利子負債比率のスコアは、ムーディーズが負債に類
似するとみている買取約定を負債に含めた調整後の比率が調整前と大きく異なる場合、下方調整
される可能性がある。この調整は主に航空機リースのレッサーに適用する。ただし、他の伝統的なフ
ァイナンス・カンパニーの多額の貸出コミットメントについても、同様の調整を行う場合がある。
有担保負債の担保として提供される資産の質が低く、有担保負債の貸し手にとって価値が低い場合、
有担保負債/総有形資産比率のスコアを下方調整する可能性がある。また、調達市場の厚みや流
動性、あるいは投資家需要の底堅さが不十分であるとムーディーズが考える場合も、このスコアを下
方調整することがある。ファイナンス・カンパニーが多額の不動産を所有・運用している場合（例えば、
オフィスビルを所有し、それを事業者に賃貸している場合 18）、不動産の減価償却がファイナンス･カ
ンパニーの資本および資産基盤に与える影響を除いた調整後比率を検討した上で、有担保負債/
総有形資産のスコアを上方調整する可能性がある。
また、契約に基づき強固で予測可能なキャッシュフローが見込める流動性の高い資産を購入または
オリジネートするファイナンス・カンパニーについては、流動性のスコアを上方調整する可能性がある。

単独ベースの評価のサブ要素：事業環境
ムーディーズの分析の主要要素の一つが、外部状況がファイナンス・カンパニーの信用プロファイル
に与え得る影響の大きさである。サブ要素は、マクロレベル指標と業界リスクの 2 つである。事業環
境のスコアと財務プロファイルのスコアを組み合わせて、調整後財務プロファイルのスコアを決定する。
この要因を重視する根拠
事業環境のサブ要素は、ファイナンス・カンパニーの信用力に影響し得る経済、司法、規制、制度お
よび事業を取り巻く一般的な状況を織り込むものである。一部のケースでは、時間の経過とともにこ
れらの状況がファイナンス・カンパニーの長期的な存続可能性に対し、企業自身の事業の強みが持
つ影響を超えないまでも、それと同等の影響を与える可能性がある。
マクロレベルの指標は、経済力、制度・ガバナンスの頑健性、イベント・リスクに対する感応性である。
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»

経済力：国の本質的な経済力は、ショックに対するソブリンの耐性を示す重要な指標である。ソ
ブリンが中期的に十分な歳入を確保して債務を返済する能力は、経済成長と繁栄、すなわち国
富を維持することができるかどうかに左右される。これらの考慮事項は、ファイナンス・カンパニー
の資産の信用力と長期的に収益性を維持していく能力に直接的な影響を与える。

»

制度・ガバナンスの頑健性：制度・ガバナンスの頑健性は、投資家にとって重要な法制・規制環
境の予見可能性と安定性に影響するため、ソブリンの信用力を左右する重要な要因である。制
度とガバナンスは政府の債務返済の意思を明確に示す指標である。制度とガバナンスは、成長、
社会経済的安定性、財政の持続可能性を支える経済・財政・金融政策を策定・実行するソブリ
ンの能力と意思に影響を与え、これらは債権者の利益の長期的な保護に通じる。これらは、ファ
イナンス・カンパニーの長期的見通しと債権者の権利を考慮する上で重要な検討事項である。

»

イベント・リスクに対する感応性：国の経済や制度に深刻な影響を与え得る、あるいは財政を制
約し得る突然で極端なイベントに対する感応性は、ソブリンの信用力を示す重要な指標である。
イベント・リスクには様々なものがあるが、代表的なものとして、国内政治リスク、地政学的リスク、
政府の流動性リスク、銀行セクター・リスク、対外脆弱性リスクが挙げられる。このようなイベント・
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リスクは、ファイナンス･カンパニーを含む金融機関に多大なマイナスの影響を与える可能性が
あるとムーディーズは考える。
ファイナンス･カンパニーを取り巻く競争環境は、財務・事業戦略や現在および将来の収益性に深刻
な影響を与え得る。同様に、ファイナンス・カンパニーが事業を行うサブセクターのファンダメンタルな
特徴、例えば参入障壁の高さや監督当局の規制の程度、長期的な変化の広がりは、信用プロファイ
ルを評価する際の重要な考慮事項である多大なリスクおよび機会をもたらす。
スコアカードにおける評価方法
図表 4 は、ファイナンス・カンパニーの事業環境が信用力に与える影響をどのように評価するかを要
約したものである。
図表4

事業環境のスコア決定モデル

経済力：
25 %
参入障壁、規制の枠組み
の有効性、事業環境に

制度・ガバナン
スの頑健性：

マクロレベル指標

業界リスク

50 %

プラスまたはマイナスの
影響を与え得る長期的
変化を評価

イベント・リスクに
対する感応性：
25%

事業環境の
スコア

出所：ムーディーズ

要因 5: マクロレベル指標
マクロレベル指標のスコアは、ソブリン債の格付手法 19の 3 要因に基づいて決定され、ファイナンス・
カンパニーが事業を行う国（1 ヵ国または複数国）に基づいて付与される。
経済力：ムーディーズが公表するソブリンの経済力のスコアが、マクロレベル指標のスコアの 25%に
寄与する。
制度・ガバナンスの頑健性：ムーディーズが公表するソブリンの制度・ガバナンスの頑健性のスコアが、
マクロレベル指標のスコアの 50%に寄与する。
イベント・リスクに対する感応性：ムーディーズが公表するソブリンのイベント・リスクに対する感応性の
スコアが、マクロレベル指標のスコアの 25%に寄与する。

要因 6：業界リスク
業界リスクの評価では、競争力、景気循環へのエクスポージャー、一つまたは複数の事業部門の商
品提供の実績を検討する。
ムーディーズはファイナンス・カンパニーを 4 つのサブセクター（レンダー、レッサー、BDC、サービス・
プロバイダーおよびその他）に分類しているが、それぞれの事業部門に固有のリスクがあると考えてい
るため、サブセクター内でも事業部門ごとの業界リスクを識別する。例えば、レンダーについては、不
19
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動産ローン会社、自動車ファイナンス会社、航空機リース会社を、異なる事業部門として区別する。
一部のケースでは、幅広い商品カテゴリーの中でニッチ分野の商品を提供している事業部門や、特
有のリスクに直面している事業部門については、さらに細かく定義する。例えば、自動車リースのレッ
サーは残存リスクに晒されるため、自動車ローンとは異なる事業部門と考える。同様に、サブプライ
ム・セグメントに重点を置く不動産ローン会社は、より広義の不動産ローン会社とは異なるため、異な
る事業部門とみなす。何を一つの事業部門（例：自動車リース）とみなすかは、競争環境や規制環
境の相違を要因として、国により異なる可能性がある。
ある国またはある地域の一事業部門の業界リスクのスコアは、すべてのファイナンス・カンパニーで同
一とする。個々のファイナンス・カンパニーのスコアは、事業部門構成と事業を行う国または地域に
基づき決定する。
業界リスクの評価において、ムーディーズがリスクを左右する主な要因として考慮するのは、競争力、
業界の安定性、商品リスクである。ある事業部門の業界リスクは定性的に評価するが、業界の定量
ベンチマークを参照することがある。
»

競争力は、ファイナンス・カンパニー・セクターの国内市場シェア（例：消費者金融および不動産
金融業界における銀行および他の資金提供者と比べたシェア）、ならびに業界内部の集中度あ
るいは細分化の程度に関連している。基本的に、ムーディーズは、ある事業部門の参入障壁の
高さ、セクターの価格決定力、他セクターによる同種の商品やソリューションの提供の有無を評
価する。他の条件が等しければ、ファイナンス・カンパニーの市場シェアが低い事業部門、あるい
は市場が非常に細分化された事業部門は、価格決定力を持つ事業部門に比べ、一般に業界リ
スクのスコアが低い。

»

業界の安定性は、事業部門の景気循環へのエクスポージャー、規制・競争環境の突然の変化
（例：テクノロジーの変革に起因する変化）、あるいはイベント・リスクの高まりに関連している。景
気循環の影響を過度に受けやすいと、景気後退期には不良債権が急増する。そのためムーデ
ィーズは、ほとんどの事業部門のパフォーマンスは全体的な景気循環と概ね相関するとみてい
るものの、過去に資産の質が大幅な変動を示してきたサブセクターや事業部門は、他の条件が
等しい場合、景気循環の影響を受けにくいサブセクターや事業部門に比べ、一般に業界リスク
のスコアが低くなる。同様に、ファイナンス・カンパニー全体あるいは特定のサブセクターまたは
事業部門の非常に急速な成長は、持続不可能な信用拡大や、突然の景気悪化に対する脆弱
性を示すと考えられる。これに対し、安定的なパフォーマンスを長期的に維持してきた事業部門
や、国内景気循環の影響を受けない事業部門（例えば世界的に事業展開している部門）は、他
の条件が等しければ、一般に業界リスクのスコアが高い。技術破壊や規制変更の影響を受けや
すい事業部門は（たとえ現時点では良好な規制環境を享受していても）、一般に業界リスクのス
コアが低い。ファイナンス・カンパニーは一般に銀行ほど厳しい規制を受けないが、公正な貸付
および消費者保護に関する規則の適用を受けることが多く、規制変更や新規制導入の影響を
受けることがある。技術発展が金融商品の提供方法を変え、参入障壁を引き下げ、勝者と敗者
を生むことにより、業界が不安定化する可能性がある。

»

商品リスクは、事業部門がこれまでどのような商品を提供してきたかに関連している。他の条件
が等しければ、商品の陳腐化リスクが低く、商品が良好なパフォーマンス実績を持つ事業部門
は通常、業界リスクのスコアが高い。一方、実績がほとんど、あるいは全くない新商品や、未検証
の技術に依存する商品が大半を占める事業部門や、人口動態リスクが高いセグメントへのエク
スポージャーを有する事業部門は通常、業界リスクのスコアが低い。

ムーディーズは、特定の国・地域の事業部門の業界リスクを左右する要因についての総合的な見解
に基づき、総体的に業界リスクを検討する。ファイナンス・カンパニーの事業部門が一定のスコアを
得るためには、上述したすべてのリスク要因の評価がそのスコアに相応する水準であるか、あるいは
それより高いスコアに相応する水準になくてはならない。一般に、1 つのリスク要因の評価が著しく弱
い事業部門は、他のリスク要因の評価が比較的高くても、スコアが低くなる。例えば、高リスク商品を
提供しているが、高い参入障壁があり安定的な事業部門や、規制リスクが高い事業部門は通常、業
界リスクのスコアが低い。
多数の事業部門あるいは複数の国・地域で事業を行うファイナンス・カンパニーの場合、各国・各地
域における事業構成に基づくウェイトで加重した平均業界リスクスコアを用いる。事業の分散度が高
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いファイナンス・カンパニーについては、主要サブセクターまたは事業部門個別の業界リスクスコアを
参照しながら、会社全体の業界リスクを評価する。
ファイナンス・カンパニーはほとんどがモノラインであり、事業の分散度が限定的であることが、業界リ
スクスコアを押し下げる要因となっている。事業が集中していれば、信用サイクルに内在する変動性
の高まりの影響を受けやすいため、ムーディーズは業界リスクスコアの上限を Aa としている。業界リ
スクの評価には、その国または地域の信用状況、調達環境、および銀行セクターの構造に対するム
ーディーズの評価も織り込む可能性がある。。一般に、ムーディーズがファイナンス・カンパニーの事
業部門に付与する業界リスクスコアは、銀行格付手法に基づいてその国の銀行に付与する業界リス
クスコアを大きく下回る。これは、銀行に比べファイナンス・カンパニーは調達プロファイルの分散性が
低く、ポートフォリオの集中度が高く、事業分野が狭いためである。
一部のケースでは、特別な規制方針や政府方針といった追加事項を考慮した評価を行う。例えば、
一部の国では、ファイナンス・カンパニーが不良資産管理会社として業務を行うなど、特殊な役割を
担うことがある。また、ファイナンス・カンパニーが特定のセクターの活性化に向けた政策的な役割を
担う国もある。そのようなケースでは、特殊な状況に伴う利益とリスクを考慮しながら、ファイナンス・
カンパニーの事業部門の全体的な強さを評価する。
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図表 5

業界リスク要因
Aa

A

Baa

Ba

B

ファイナンス・カン
パニーが独占的・
寡占的価格決定力
を持つ。

ファイナンス・カンパ
ニーが主導的地位を
占める集中度の高い
業界。新規参入がほ
とんどない、あるい
は皆無。寡占的価格
決定力。銀行や他の
資本提供者との競争
がほとんどない、あ
るいは皆無。

業界の集中度は
中位で、ファイナン
ス・カンパニーが
高い市場シェアを
握り、新規参入は
ほとんどない。銀
行や他の資本提
供者との競争は限
定的。

ファイナンス・カンパ
ニーが中位の国内
市場シェアを握り、
参入障壁は限定
的。限定的な価格
決定力。

ファイナンス・カン
パニーの国内市場
シェアは限定的、
業界はある程度細
分化。価格競争が
みられる。

業界は極めて安定
しており、技術破壊
や不利な規制変更
の可能性が実質的
に皆無。国内景気
循環の影響から遮
断されている。過去
の変動性が極めて
低い。イベント・リス
クがない。

業界は非常に安定し
ており、技術破壊や
不利な規制変更の
可能性が非常に低
い。国内景気循環の
商品の陳腐化リス 影響からほぼ遮断さ
クが極めて低く、過 れている。過去の変
去のパフォーマンス 動性が非常に低い。
が極めて良好。広 イベント・リスクが非
範な人口セグメント 常に低い。
を対象とした商品を
非常に安定的、
提供。
商品の陳腐化リスク
が非常に低く、過去の
パフォーマンスが極
めて良好。広範な人
口セグメントを対象と
した商品を提供。

安定的な業界。技
術破壊や不利な規
制変更のリスクが
低い。過去の変動
性が低い。イベン
ト・リスクが低い。
商品の陳腐化リス
クが低く、10 年以
上にわたり安定的
なパフォーマンス。
広範な人口セグメ
ントを対象とした商
品を提供。

技術破壊や不利な
規制変更のリスク
が限定的。業界サ
イクルが景気循環
と連動し、他業種と
同程度の中位の変
動性。中位のイベン
ト・リスク。

Caa

ファイナンス・カンパニ
ーの合計市場シェア
が低い。業界は細分
化され、多数の新規参
入および既存のプレ
ーヤーが存在、あるい
は銀行が支配的地位
技術破壊や不利な を占める。価格競争が
規制変更のリスク 激しい。
が中位。業界の変
動性が景気の変 業界サイクルと景気循
動性に比べやや 環との相関が高いが、
高く、競合業界の 過去の業界の変動性
変動性を上回る。 は景気の変動性を上
中位のイベント・リ 回る。技術破壊のリス
スク。
クがある。この業界と
しては過度の成長率、
商品のパフォーマ あるいは特定の主要
ンスの実績が限定 な規制に依存。イベン
的。やや高リスク ト・リスクが高い。

ニッチ分野だが安
定した商品を提供
し、陳腐化リスクが
低く、10 年以上の
実績を持つ。業界 の人口セグメント
の一部は高リスクセ を対象とした商品
グメントを対象とし を提供。
た商品を提供。

Ca

ファイナンス・カンパ
ニーの合計市場シェ
アが非常に低い。業
界は非常に細分化さ
れ、新規参入が多
数、あるいは銀行が
非常に支配的地位を
占める。価格競争が
激しい。
過去に非常に高い変
動性を示し、金融危
機の実例がある。現
在、技術破壊あるい
は不利な規制変更に
晒されている。イベン
ト・リスクが非常に高
い。

多額の損失を計上し
た商品、変動性の高
実績のない新商品を い商品、高リスクの
提供、未検証の技術 人口セグメントを対
に依存、あるいは高リ 象とした商品を提
スクの人口セグメント 供。
を対象とした商品を提
供。

出所：ムーディーズ

主要事業を複数の事業部門または国で展開している場合
ファイナンス・カンパニーの主要事業が複数の事業部門または国で展開されている場合は、全体の
事業環境を表す複合スコアを付与する。詳細については付録 1 で説明している。

単独ベースの評価のサブ要素：事業プロファイルと財務方針
このサブ要素では、特定のファイナンス・カンパニーの事業と財務方針が信用プロファイルにどのよう
に影響するかを検討する。ムーディーズは、財務方針と事業環境のサブ要素を補完し、ファイナン
ス・カンパニーの信用力の重要な寄与要因となる 4 つの定性要因を特定した。
4 つの要因を以下に挙げる。
事業の分散、集中、および営業基盤の位置付け：ファイナンス・カンパニーの事業の幅、単一の事業
に依存しているか、複数の分野や地域に事業を分散させているかによって、ファイナンス・カンパニー
は単一の事業または事業地域しか持たないことによる集中リスクに晒されるか、あるいはそのリスクか
ら保護される。
不透明性と複雑性：ファイナンス・カンパニー固有の複雑性の度合いにより、経営陣にとっての課題
や戦略の失敗リスクが高まることがある。また、財務諸表がそのファンダメンタルズを示唆する信頼性
のあるものかどうかの度合いも検討する。
行動特性/リスクマネジメント：ファイナンス・カンパニーの戦略、経営、企業方針が全体のリスク・プロ
ファイルを減少または増大させ得る度合い。
流動性管理：突然の多額の現金流出につながるストレスイベントや不測の状況に対処するための準
備態勢。満期構成の偏った多額の負債や、リファイナンスリスク、確実性の低い短期資金調達源へ
の過度の依存、といった資金源を制約する他の要因も検討する。
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調整後財務プロファイルのスコアに直接 1 ノッチまたは複数ノッチの調整を加えることにより、これらの
要因をスコアカードに織り込む。明確性の観点から、これらのノッチ調整は、調整後財務プロファイル
のスコアに十分に反映されていない信用評価上の考慮事項について行う（すなわち、重複して織り
込むことはない）。次に述べるように、スコアは上方にも下方にも調整され得る。調整ノッチ数は整数
とする。事業プロファイルと財務方針の 4 つの要因に関連するノッチ調整について、次に説明する。

要因 7: 事業の分散、集中、および営業基盤の位置付け
事業の分散は、ファイナンス・カンパニーの事業の幅を反映する。単一の事業に依存しているか、複
数の分野や地域に事業を分散させているかによって、ファイナンス・カンパニーは単一の事業または
事業地域しか持たないことによる集中リスクに晒されるか、あるいはそのリスクから保護される。一般
に、経済的多様性が比較的低い単一の地域に事業が過度に集中していれば、ファイナンス・カンパ
ニーの信用リスク・プロファイルは高まる。逆に、事業が経済的多様性の高い複数の地域にまたがっ
て高度に分散しているファイナンス・カンパニーは、地域の景気循環の影響を受けにくく、収益の安定
性を高めることができる。単一の事業部門への依存度が高いファイナンス・カンパニーは、突然かつ
予想外に発生し得る市場ダイナミクスの変化の影響を相殺し、支払能力を維持するための収益源を
持たないため、そのような変化からの影響を受けやすい。事業の分散度の不足は、ファイナンス・カ
ンパニーにおける信用上の弱点であることが多い。
ファイナンス・カンパニーの純利益の 80%以上が一つの事業活動から生み出されていれば、モノライ
ンのファイナンス・カンパニーとみなす。ファイナンス・カンパニーの大半はモノラインであるため、高度
の事業分散により景気循環や商品サイクルの影響を受けにくいことを理由とするノッチ調整は、通常、
上方調整となる。
事業の集中が高いリスクを生む場合、通常は下方にノッチ調整を行う。多数のファイナンス・カンパニ
ーが持つ特徴の一つは、顧客（ファイナンス・カンパニーが顧客ファイナンスや他の金融サービスを
提供する対象を含む）やサプライヤー（ファイナンスの機会を提供または紹介する企業）など主要取
引先の集中度が高いことである。キャプティブ・ファイナンス・カンパニーのように、所有構造がその要
因となっている場合もある。顧客の集中度が高い企業は、それらの顧客がローン、リース料、未払金
を支払う能力または意思を持たない場合、多額の評価損を計上する可能性がある。主要顧客を失
えば、多額の収入と利益を失う可能性がある。主要サプライヤーを失えば、業務上大きな問題が発
生する可能性がある。取引先の集中に関連する信用リスクは、顧客やサプライヤーの財務プロファイ
ルが強固であれば明確に低くなり、財務プロファイルが弱い場合や情報が限定的な場合は高くなる。
しかし、顧客の財務力が強固でも、顧客やサプライヤーの戦略の方向性の変更や、同業他社との取
引開始による顧客との関係の悪化など、取引先の集中に関連して他の問題が発生するリスクを排除
することはできない。BDC については、上位 10 社への投資額の資本バッファーに対する比率を考慮
し、この比率が高い場合はスコアを下方調整する。
営業基盤の位置付けとは、競争力に基づくファイナンス・カンパニーの市場地位の強固さを示す。強
固で安定した営業基盤は、ファイナンス・カンパニーが経常的に利益を生成し、維持していく能力を
支える重要な要素である。ファイナンス・カンパニーの営業基盤の価値の分析では、ファイナンス・カ
ンパニーが事業を行う市場全体と、その市場における地位を検討する。高い価値を持つ営業基盤を
確立し、独自の価値あるいは確立された価値を提供する商品が支える高い市場シェアを有している
企業は、スコアが上方調整される可能性がある。逆に、最近設立された企業（スタートアップ）、新規
参入企業、同業他社に比べ市場シェアが極めて小さいファイナンス・カンパニーは、スコアが下方調
整される可能性がある。

要因 8: 不透明性と複雑性
他の条件が等しければ、ファイナンス・カンパニーの不透明性と複雑性が高まるにつれてリスクも増
加する。これは、不透明性と複雑性は経営上の課題を増幅し、戦略・事業上の誤りが発生するリスク
とオペレーショナルリスクを高めるからである。また、開示情報が示す事業の姿は必然的に単純化さ
れたものとなるため、組織が複雑であれば不透明性が高まる傾向がある。これに対し、比較的単純
なファイナンス・カンパニーは通常、より少ない開示情報でより高い透明性を獲得することができる。
ムーディーズは、不透明性と複雑性が平均より高いファイナンス・カンパニーは次のような特徴を持
つと考えている。
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»

様々な地域で様々な法的主体を通して数多くの業務を行なっている。これは、上述の分散を生
み出す特徴でもあるが、組織を複雑にする要因にもなる。

»

複雑な法的構造。ファイナンス・カンパニーの法的構造あるいは所有構造が複雑な場合がある
（例えば多様な少数株主持ち分、オフショア持ち株会社、ピラミッド構造など）。

»

信頼性を欠く会計基準と内部統制。会計基準の信頼性には差異がある。US GAAP と IFRS は全
般に高度な基準であると考えられる。しかし、一部の国内会計基準の要求水準はより低く、その
ため、財務諸表および関連する開示情報の完全性と精緻度が疑問となる。会計基準そのものと
は別に、監査基準および監査慣行の成熟度、ならびにファイナンス・カンパニーの財務報告と内
部統制の質についての疑念も懸念要因となる。

ムーディーズは、ファイナンス・カンパニーが上記のいずれかの特徴を示す場合、通常は１ノッチ、極
端なケースではそれ以上の幅で不透明性および複雑性のスコアを下方調整する場合がある。

要因 9: 行動特性/リスクマネジメント
ファイナンス・カンパニーの信用力は行動特性とリスクマネジメントの影響を受ける。深く根付いたリス
クマネジメントと効果的なプロセスおよびシステムは、ファイナンス・カンパニーの全体のリスクを低減
する。リスクマネジメントが企業の業務全体に深く組み込まれるほど、業務部門がその規律を業務管
理における不可欠な要素として組み入れる可能性が高くなる。
リスクマネジメントは、日常的なリスク（引受基準、日常の業務リスク）であれ、サイクル性あるいはイベ
ントに起因するリスクであれ、企業が直面するリスクを低減あるいは抑制することや、利益に結び付け
られる場合はそれを利用することを目的としている。総合すれば、これらのリスクはコアの収益性と収
益の予測可能性に影響を与え、極端な場合、リスクマネジメントが適切に行われていなければ、企業
の信用基盤は深刻に毀損される可能性さえある。
ムーディーズは通常、次に挙げる要因を検討する。
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»

組織におけるリスク管理部門の重要性。リスクマネジメントに関する主要な考慮事項は、組織に
おけるリスク管理部門の重要性、独立性、権限である。ムーディーズは、上級経営幹部と取締
役会、およびリスクマネジメント部門と事業部門の間に抑制と均衡が効果的に作用していることを
示す証左を探す。ストレステストの定期的な実施も、リスクマネジメントの質の高さを示す特徴で
ある。特に重要となるのがリスク管理部門の完全な独立性および役割である。また、完全な独
立性を有し、必要なノウハウを持つ取締役によって構成される、リスクマネジメントの監督を担当
する専門委員会（監査委員会またはリスクマネジメント委員会が担当する場合が多いだろう）を
通して、取締役会がリスクマネジメントに関与することが重要である。効果的なリスクマネジメント
は、ファイナンス・カンパニーの規模、構造、リスク選好とリスク・プロファイルに適したリスク情報シ
ステム、リスク計測ツール、リスクマネジメント慣行によって支えられていなければならない。

»

財務方針。積極的な配当方針は、財務の柔軟性の低下を示唆する場合がある。経営陣は、マ
イナス・イメージの醸成や株価への悪影響を懸念して、定着した配当水準の引き下げを躊躇す
る傾向がある。同様に、負債調達による買収や自社株買いのための借入も、積極的な財務方
針を示す兆候である。こうした特性がみられれば、スコアを下方調整する可能性がある。一方、
債権者を保護する財務方針を示す強固で安定した実績があれば（内部成長、内部留保による
資本の増加、借入の抑制により示される）、スコアを上方調整する可能性がある。

»

戦略と経営。急激な戦略変更、経営陣の刷新、手腕が実証されていないチームなどは、ファイ
ナンス・カンパンーのリスク・プロファイルに関する不確実性を高める突然の変化の予兆となって
いる可能性がある。積極的な成長計画はリスク選好の高まりを示唆する場合があり、リスク管理
に明らかな弱点がある場合、ファイナンス・カンパニーにとって不利なエクスポージャーを増大さ
せる要因となる。役員や経営陣による監督およびガバナンスの厳格性について懸念がある場合
も、ノッチ調整において考慮される。経験豊富な経営チームが熟考した一貫性のある戦略により、
非常に安定したパフォーマンスを長期的に実現しているケースでは、スコアを上方調整する可
能性がある。

»

オペレーショナルリスク。テクノロジーへの依存の高まりは、オペレーショナルリスクを高める。また、
顧客と営業基盤の喪失やコスト増加をもたらすサイバー犯罪やシステム障害に対する脆弱性も
高める。深刻なテクノロジー関連の問題が発生する可能性とそれに伴う財務面および風評面で
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のコストを容易に定量化することはできないが、特に同業他社と比べてこの分野の実績が劣る場
合、あるいは関連するインフラ、監督、プロセスへの投資が不十分である可能性が示される場合、
このリスクを反映させてスコアを 1 ノッチあるいは複数ノッチ下方調整する可能性がある。
»

キーパーソンリスクと関連者リスク。ファイナンス・カンパニーが単一の株主、幹部あるい少人数
からなる幹部グループに大きく依存している場合、そうした一個人を失えば将来のファンダメンタ
ルズに悪影響を与える可能性があるという意味で、リスクを高める要因となる。例えば、あるファ
イナンス・カンパニーの顧客がそのファイナンス・カンパニーの株主もしくは最高経営責任者とフ
ァイナンス・カンパニー自体を密接に結び付けて考える場合、後継計画が十分でなければ、株
主あるいは最高経営責任者が離任あるいは職務遂行不可能となった場合、ファイナンス・カン
パニーは取引および収益を失い、ひいては債務返済能力の低下につながることもありうる。また、
一個人あるいは個人からなる一グループによる所有または一個人あるいは個人からなる一グル
ープへの依存は、利益相反（関連当事者貸出など）を生じさせ、そうした個人がファイナンス・カ
ンパニーとは無関係の活動を理由として悪評に晒された場合、彼らと関係があるということでファ
イナンス・カンパニーも風評被害を受ける可能性がある。

»

報酬方針。同様に、給与に比して高い賞与を支払い、それも現金賞与に偏るなど、積極的な報
酬方針が採用される場合、債権者に不利となる短期的なリスクテイクを助長する可能性がある。

»

会計方針。一部のファイナンス・カンパニーは、より厳格な会計基準（US GAAP や IFRS など）に
従いながら、強引な会計方針の採用を選択する可能性がある。これは、債権者の利益にマイナ
スとなりうる、企業文化やコンプライアンスに関わるより広範な課題を強く示唆している場合があ
る。

»

訴訟リスク。継続中あるいは審理中の訴訟や訴訟を起こされる可能性、あるいは把握されてい
る未請求のクレームもリスクを高める。

これらの要因のいずれかがファイナンス・カンパニー全体のリスク・プロファイルに重大な影響を与え
ると判断される場合、行動特性またはリスクマネジメントの影響に対するムーディーズの見方を反映
し、スコアを上方または下方に調整する場合がある。例えば、積極的な配当方針が、新規業務分野
の急成長を伴って観察された場合には、下方調整を行うことがある。長期にわたって模範的な管理
を継続しているとムーディーズが判断し、それがファイナンス・カンパニーのリスク・プロファイルに明白
な影響をもたらしている場合には、スコアを引き上げることがある。下方調整の幅は通常 1 ノッチであ
るが、複数の問題が認識され、かつ/または問題の根が深い場合には、それ以上になる場合もある。
上方修正の幅は通常 1 ノッチである。

要因 10：流動性管理
ムーディーズはファイナンス・カンパニーの流動性管理を頻繁に検討し、適切な場合は将来を見通し
た評価に織り込む。ムーディーズは通常、突然の多額の現金流出につながるストレスイベントや不測
の状況に対処するための経営陣の準備態勢、あるいは資金源の制約につながる他の要因（例えば、
満期構成の偏った多額の負債、リファイナンスリスク、担保請求、確実性の低い短期資金調達源へ
の過度の依存）を検討する。流動性管理が弱い場合、通常は 1-2 ノッチの下方調整を加えるが、極
端なケースでは調整ノッチ数がそれ以上になることがある。
ムーディーズは、信用逼迫時における資金の源泉と使途を織り込んだ複数年のストレステスト（付録
5 で説明するストレステストと類似）を実施し、それを参照して定性評価を行うことがある。明確性の
観点から、ストレスシナリオを重複して適用することはしない。複数年にわたるストレスシナリオを適用
することで、経営陣の流動性管理に関する判断と関連する方針の影響を知ることができる。重要な
例が負債の満期プロファイルである。ムーディーズは、負債の満期が 2-3 年の期間に極端に集中し
ているファイナンス・カンパニーは通常、高いリスクに晒されると考え、満期有利子負債カバレッジが
高くてもスコアを下方調整する可能性がある。複数年のストレスシナリオの評価においては、経営陣
の実績も考慮する。例えば、満期となる負債を早期にリファイナンスし、クレジットラインを満期前に十
分な時間の余裕をもって延長してきた確かな実績は、満期の集中によるリスクを緩和する場合があ
る。負債の満期直前にリファイナンス契約を締結したり、必要資金対比あるいは同業他社対比で十
分なバックアップのクレジットラインを確保していない場合、債権者のリスクを高める流動性管理の弱
さを示すと考え、スコアを下方調整する可能性がある。
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サポートの検討
関係者および政府からのサポート
該当する場合、JDA の枠組みを適用し、関係者からのサポート、次に政府サポートを織り込む。詳細
については付録 1 の「関係者および政府からのサポートの適用」のセクションと、付録 2 および 3 を参
照されたい。
サポートは大半のケースで格付にプラスとなるが、グループ企業との関係が制約要因となって、ファ
イナンス・カンパニーの格付が単独ベースでの評価より低くなるケースがある。例えば、ファイナンス・
カンパニーが財務基盤の弱い、あるいは高レバレッジの事業体の関連会社である場合、資金はグル
ープ内の財務基盤の強い会社から弱い会社へと移動する可能性があるため、関連会社との関係が
ファイナンス・カンパニーの財務基盤を弱めることがある。
ムーディーズによるファイナンス・カンパニーの格付は通常、政府サポートの想定を反映していない。
ムーディーズは自身の観測に基づき、政府サポートが、ファイナンス・カンパニーの格付にそれを常
に織り込むことができるほど広範に提供されるとも、十分に確実であるとも、予測可能であるともみて
いない。ファイナンス・カンパニーは、地方政府または中央政府が介入せずに破綻が容認されること
が多い。政府サポートを受ける限定的なケースにおいても、ムーディーズはそれが信用力に与える
影響を事例ごとに検討する。政府サポートが有意義で長期的な性質を有すると考えられる場合、付
録 1、2 および 3 で説明する JDA の枠組みを適用する。
政府が直接出資するファイナンス・カンパニーのいくつかは、政府系発行体とみなされる場合がある。
そのようなケースでサポートをどのように織り込むかを説明した政府系発行体の格付手法を参照され
たい 20。

ソブリン格付およびサポートを提供する他の政府の格付の影響
ファイナンス・カンパニーは通常、経済環境および制度へのエクスポージャーや、国内銀行システム
および資本市場へのエクスポージャーを通じて、ソブリンの信用リスクと結びついている。ソブリンの信
用力が他の発行体に与える影響について分析したムーディーズのクロス・セクター格付手法を参照
されたい 21。

格付上の他の考慮事項
格付には、スコアカードに含まれない他の考慮事項も反映される場合がある。そうした考慮事項をス
コアカードに含めないのは、通常、それらが信用力の差別化に有効となるのは一部のケースに限られ
るためである。そうした要因には、財務管理、財務報告の質、コーポレートガバナンスの評価、環境・
社会に関する考慮事項、不透明な免許制度に関するリスク、一部諸国における政府介入の可能性
などが含まれる。規制、訴訟、流動性、技術、風評リスク、消費者や事業の支出動向の変化、競合
の戦略、マクロ経済動向なども格付に影響を与える。
以下に、格付に反映される可能性があり、実際の格付がスコアカードのアウトプットから乖離する要因
となり得る追加的な考慮事項の例を示す。
イベント・リスク
ムーディーズは、不測のイベントが発行体のファンダメンタルな信用力を突然かつ急速に低下させ、
実際の格付がスコアカードの結果より低く位置付けられる可能性があることも認識している。イベント・
リスクには様々なものがあり（借入による資本再編、突然の規制変更あるいは債務発生など）、自己
資本が充実し、安定した企業でさえ、イベント・リスクによって大きな打撃を受けかねない。その他のイ
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20

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。

21

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。
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ベント・リスクとして、合併・買収、資産売却、事業分離、訴訟、重大なサイバー犯罪、株主への利益
分配等が挙げられる。
過去の財務情報が限定的な金融機関
格付対象ファイナンス・カンパニーの大半は長年にわたる財務情報と事業実績を持ち、通常それら
がムーディーズの将来を見通した信用分析の基礎となる。過去の財務情報が限定的なファイナン
ス・カンパニーは、容易に認識できる安定的な事業特性を形成する前の初期の段階で、急速に変化
する可能性がある。金融機関は信認の影響を非常に受けやすい。実証できる実績を持つことは顧
客と市場の信頼を得るために役立ち、それによって営業基盤の価値を創出し、信用サイクルの下降
局面においても業績を支えることができる。
設立当初のファイナンス・カンパニーの営業基盤は通常弱く、商品の厚み、市場シェア、金融機関
（個人の集合体としてではなく）としての事業経験、信用サイクルを通じた耐性を示す検証された実
績に欠けるファイナンス・カンパニーが多い。そのような銀行のシステム、方針、業務手順は、確立さ
れたファイナンス・カンパニーほど強固ではない傾向がある。
設立されたばかりで数年未満の財務情報しかない、あるいは事業の抜本的な変革により過去の財務
情報が将来の業績を示す適切な指標とならないファイナンス・カンパニー（過去の財務情報が限定
的なファイナンス・カンパニーと総称する）の場合、既存の財務情報は将来の信用プロファイルを洞
察するための有用性に乏しい。こうしたケースでは、ムーディーズのベースライン・シナリオに経営陣
の予想より保守的な予想を織り込むことがある。さらに、ファイナンス・カンパニーの将来の事業・財
務プロファイルに対するムーディーズのベースライン予想に伴う高い不確実性を反映させるため、ス
コアカードのいくつかの要因のスコアを下方調整する可能性がある。これらのリスクと不確実性がスコ
アカードでは十分に捕捉できない場合、単独ベースの評価をスコアカードが示唆するレンジより低い
水準に位置付けることによって反映させることがある。
過去の財務情報が限定的なファイナンス・カンパニーも、外部サポートの恩恵を受ける可能性がある。
実質的なサポートを受けるとみられる場合、格付にサポートを織り込む。予想されるサポートの水準
を評価する上で、通常、設立間もないファイナンス・カンパニーであることが、サポート提供者が必要
時に介入する意思に影響を与えるかどうかを考慮する。安定した信用プロファイルを持つ親会社が
大々的に喧伝して設立した子会社である場合、高水準のサポートが得られると予想する。逆に、初
期段階の事業の破綻に伴う風評リスクと財務リスクが、長い実績を持ち自国市場に根付いた事業を
手掛ける子会社の破綻に伴うリスクより小さい場合、親会社と関連会社がサポートを提供する意思
は弱くなる可能性がある。ムーディーズは一般に、システム上重要性の低い事業を手掛ける設立間
もない小規模企業を政府がサポートする可能性は低いと予想する。政府出資の新設ファイナンス・
カンパニーや、政府の政策にとって長期戦略上の重要性を持つ新設ファイナンス・カンパニーは例
外となる可能性がある。
環境に関する考慮事項
ファイナンス・カンパニーにとって環境リスクは間接的なリスクであり、主として環境規制と自然災害が
顧客に与える影響に関連している。主なリスクは貸倒損失であるが、比較的稀なケースとして、担保
権実行資産に関連した債務や、環境に有害であると認識されているセクターやボロワーへの貸出に
よる風評リスク（悪評）に直面する可能性がある。一部のファイナンス・カンパニーの事業部門は、特
定のセクターまたはプロジェクト（石油・ガス、航空機リース、自動車、災害の多い地域の大規模な商
業用不動産プロジェクトなど）への貸出やリース契約の集中により、リスクに晒される可能性がある。
長期の貸出、リース、および他の投資を行うファイナンス・カンパニーに比べ、主に短期の商品を提
供するファイナンス・カンパニーの方がリスクは低い。
社会的問題
本セクターの発行体については、事業上の風評、ブランド力、従業員との関係等に与えるマイナスの
影響等を通じて、デフォルトの可能性や損失規模に多大な影響を及ぼし得る社会的問題についても
考慮する。
コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスが発行体の信用プロファイルにどのように影響を与えるかを評価する際に検
討する領域として、監査委員会の財務に関する専門性、経営陣の報酬パッケージが生み出すイン
センティブ、関連当事者取引、外部監査人との交流、所有構造が挙げられる。
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発行体レベルおよび証券レベルで考慮する要素の検討
スコアカードのアウトプット、サポート提供、格付上の他の考慮事項、関連クロス・セクター格付手法を
考慮した後、通常、投機的等級発行体にはコーポレート・ファミリー・レーティング（CFR）、投資適格
等級発行体にはシニア無担保債務格付を付与する。政府系発行体については、ベースライン信用
リスク評価を付与する場合がある 22。
証券の支払請求優先順位と担保に関連した予想損失の差を反映させるため、個々の証券を CFR
またはシニア無担保債務格付からノッチアップまたはノッチダウンした水準に格付する可能性がある。
ノッチングの決定に関する一般的なガイダンスは、投機的等級事業会社のデフォルト時損失に関す
る格付手法、担保と支払請求優先順位の相違に基づく事業会社の証券格付のノッチングに関する
格付手法、および短期格付の付与に関する格付手法に掲載されている 23。
ファイナンス・カンパニーに LGD モデルを適用する場合、コーポレート・ファミリーの通常の損失率を
50%と想定する。ただし、有担保貸出の比率が高い場合、流通市場でのボラティリティが低い貸出お
よび投資資産（政府系金融機関不動産ローンなど）の比率が高い場合、あるいはそれらの有担保資
産の質が高く、高度に分散されている場合、ファイナンス・カンパニーの想定損失率を 35%に引き下
げる。
ムーディーズは通常、LGD モデルのアウトプットに従って証券に格付を付与する。しかし、無担保債
務証券に関しては、ファイナンス・カンパニーの現在のバランスシート、実績、および財務方針も参照
しながら、デフォルト時に利用可能な担保未提供資産がどれだけあるかも考慮する。

想定
本セクターに適用される他の格付上の主要な想定として、ソブリンの信用リスクは国内の他の発行体
の信用リスクと高い相関性を持つことや、同じ発行体の債務でも法的な支払優先順位が各債務クラ
スの平均回収率に大きな差を生じさせるため債務クラスごとに異なる格付を付与する必要があると
いうムーディーズの見解、流動性アクセスは信用リスクを左右する強力な要因であるという想定、な
どが挙げられる。
ムーディーズの前提に基づく将来を見通した意見は、振り返って見直した場合に不正確であったこと
が判明することもある。その理由には、マクロ経済環境と全般的な金融市場環境、破壊的技術、行
政措置や法的措置の想定外の変化などがある。

限界
ここまでのセクションでは、スコアカード要因、格付付与に際して重要となり得る多数の他の格付上の
考慮事項、いくつかの重要な想定を説明してきた。このセクションでは、スコアカードおよび格付手法
全体に関連する限界について説明する。

スコアカードの限界
スコアカードのアウトプットは、様々な理由により実際の格付と乖離することがある。
本格付手法のスコアカードは、相対的な信用力の指標に重点を置く比較的単純なツールである。信
用損失と回収率は、発行体がデフォルトに近づくにつれて、より重要な考慮事項となるが、スコアカー
ドでは十分に捕捉されない可能性がある。また、スコアカードには上限と下限があるため、格付スケー
ル上の上限または下限に格付される発行体の場合、スコアカードのアウトプットと格付が一致する可
能性が低くなる。
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22

ベースライン信用リスク評価については、格付記号と定義および政府系発行体に関するムーディーズのクロス・セクタ
ー格付手法を参照されたい。ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法ならびに格付記号と定義につい
ては、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。

23
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スコアカードの要因およびサブ要因のウェイトは、ファイナンス・カンパニーの格付の決定における重
要性の推定を示しているが、各社の状況によって特定の要因の重要性が実際の重要性とは大きく
異なることがある。
「他の格付上の考慮事項」のセクションで述べたようなスコアカードに含まれない要因が、格付におい
て重要となる可能性があり、その相対的な重要性も会社によって異なり得る。また、1 つ以上のクロ
ス･セクター格付手法で述べられているいくつかの格付手法上の幅広い考慮事項がファイナンス・カ
ンパニーの格付にとって重要となることがある 24。そのような考慮事項の例として、ソブリンの信用力
がソブリン以外の発行体にどのように影響するか、他の事業体からの信用サポートの評価、様々なク
ラスの債務およびハイブリッド証券の相対的な順位付け、短期格付の付与、等が挙げられる。
ムーディーズは、過去および将来の異なる期間を対象としてスコアカードを用いる場合がある。また、
リスクとその緩和要因の方向性に関する見解を定性的に織り込むことが多い。

格付手法の一般的な限界
本格付手法は、ファイナンス・カンパニーの格付に際して考慮する可能性のある全ての要因を余すと
ころなく説明したものではない。ファイナンス・カンパニーは新たなリスクや新たなリスクの結合に直面
する可能性があり、リスク緩和のために新たな戦略を策定する可能性がある。ムーディーズは信用
力に関する全ての重要な考慮事項を格付に織り込み、そうしたリスクとその緩和要因を予測できる範
囲内で、可能な限り遠い将来を見通した見解を織り込むよう努めている。
格付は発行体の将来のパフォーマンスの予想を織り込んでいる。しかし、予想の対象期間が長くなる
ほど、スコアカードへの投入値や他の格付上の考慮事項を精緻に推定する有用性が低下することが
多い。いずれにせよ、将来の予測は相当に不正確なものとなるリスクがある。

24
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付録 1: スコアカードを用いた単独ベースの評価の導出
1. 財務プロファイルのスコア付与と数値スコアへのマッピング
定量指標には、数値付加記号付き格付スケールにしたがってスコアが付与される。スコアリング表は、
各指標ごとの文字格付カテゴリーのレンジを示している。文字格付カテゴリーを 3 つの数値付加記号
付き格付に 3 等分し、それらに指標をマッピングして調整前サブ要因スコアを導出する。例えば、あ
る指標が 3-4.5x（4.5x の方が高い評価を示す）であれば、それに対応する文字格付カテゴリーは Ba
レンジとなる場合、文字格付カテゴリーを 3 等分し、3-3.5x に Ba3、3.5-4x に Ba2、4-4.5x に Ba1 の
スコアを対応させる。スコアカードはサブ要因の調整前数値付加記号付きスコアを示している。サブ
要因スコアは「スコアカードにおける要因の測定または推定」のセクションと財務プロファイル要因の検
討で述べた通り、調整される場合がある。したがって、各サブ要因には調整前スコア（「初期」スコア）
と付与スコアがある。
次に、下の図表 6 にしたがって、サブ要因の調整前スコアと付与スコアを 1 から 20 までの数値に変
換する。

図表 6

格付スケールの数値スコアへの変換
数値付加記号付き文字格付

文字格付

数値スコア

Aaa

Aaa

1
2

Aa1
Aa2

Aa

3

Aa3

4

A1

5

A2

A

7

A3

8

Baa1
Baa2

6

Baa

9

Baa3

10

Ba1

11

Ba2

Ba

12

Ba3

13

B1

14

B2

B

16

B3

17

Caa1
Caa2

Caa

18
19

Caa3
Ca

15

Ca

20

出所：ムーディーズ

各サブ要因の付与スコアに対応する数値スコアに、そのサブ要因のウエイトを乗じ、その結果を合計
してウエイト適用後合計要因スコアを算出する。その数値の小数点以下を四捨五入して整数にし、
上の表に基づいて数値付加記号付き文字格付に再度マッピングし、財務プロファイルの数値付加記
号付きスコアを求める。
例えば、ファインナンス・カンパニーのウェイト適用後合計要因スコアが 11.7 であれば、財務プロファイ
ルのスコアは Ba2 となる。

28

NOVEMBER 26, 2019

格付手法：ファイナンス・カンパニーの格付手法

FINANCIAL INSTITUTIONS

スコア算出における特別な考慮事項：
»

EBITDA/支払利息・優先株配当：レッサー、サービス・プロバイダーに適用。過去の財務データに
基づきスコアカードに用いる比率を算出する場合、直近の会計報告年度ごとに、次の条件が適
用される。支払利息と優先株配当の合計がゼロ以下で、EBITDA が正の値であれば、当該年の
比率として Aaa スコアに該当する数値を改めて付与する。改めて付与する比率はレッサーの場
合は 9.0x、サービス・プロバイダーの場合は 8.5x とする。分子、分母ともに負の値であれば、当
該年の比率として Ca スコアに該当する数値を改めて付与する。その場合、レッサーとサービス・
プロバイダーのいずれも比率は 0.25x とする 25。

»

有利子負債/EBITDA：レッサー、サービス・プロバイダーに適用。過去の財務データに基づきスコ
アカードに用いる比率を算出する場合、直近の会計報告年度ごとに、次の条件が適用される。
比率が負の値であれば、当該年の比率として Ca のスコアに相当する 11.75x を改めて付与する
26
。

»

リース残存価値のエクスポージャー/有形普通株主資本：レッサーに適用。比率が負の値であ
れば、スコアは Ca。

2. 事業環境の要因スコアの付与
ファイナンス・カンパニーは複数の国および事業部門において業務を行う場合がある。通常、国レベ
ルの事業環境のスコアは、当該国のマクロレベル指標と、当該国におけるファイナンス･カンパニーの
主要事業部門ごとの業界リスクスコアに基づいて決定する。
事業環境要因は、マクロレベル指標と業界リスクの 2 つのサブ要因から構成される。
»

ある国のマクロレベル指標のサブ要因スコアは、ムーディーズのソブリン格付手法 27の 3 要因で
ある経済力（25%）、制度・ガバナンスの頑健性（50%）、イベント・リスクに対する感応性（25%）
に基づいている。
マクロレベル指標については、まず数値付加記号付き文字格付で示されるソブリンの経済力お
よび制度・ガバナンスの頑健性に対する公表スコアと、文字格付で示されるイベント・リスクに対
する感応性のスコアを基準に検討する。そして、これらのスコアを、以下のソブリン格付手法のス
コアリング表（図表 7 および 8）を用いて、数値スコアに変換し、上述のウェイトに従い数値スコア
を合算する。具体的には、ソブリン格付手法の各要因の数値スコアにその要因のウェイトを乗じ
た数字を合計し、マクロレベル指標のウェイト適用後合計サブ要因スコアを導出する。この数値
スコアの小数点以下を四捨五入して整数にし、図表 6 に従って数値付加記号付き文字格付に
再度マッピングする。
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25

この数値は、Aaa あるいは Ca の閾値から若干外れた水準に設定されている。これは、ここで改めて付与した数値を指
標に適用する 3 年平均の算出に含めた場合、その平均値への影響の大きさが、上下の閾値が設定されているスコア
（すなわち Aaa と Ca 以外のスコア）に対応する比率が与える影響と等しくなるようにするためである。

26

この数値は、Ca の閾値から若干外れた水準に設定されている。これは、ここで改めて付与した数値を指標に適用する
3 年平均の算出に含めた場合、その平均値への影響の大きさが、上下の閾値が設定されているスコア（すなわち Aaa
と Ca 以外のスコア）に対応する比率が与える影響と等しくなるようにするためである。
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図表 7

ソブリン格付手法の経済力および制度・ガバナンスの頑健性の格付要因のスコアリング*

*

経済力、制度・ガバナンスの頑健性

対応する数値スコア*

aaa, aa1

1

aa2, aa3

2

a1

4

a2

5

a3

6

baa1

7

baa2

9

baa3

10

ba1, ba2

11

ba3

13

b1

14

b2

15

b3

16

caa1, caa2

18

caa3, ca

19

本マッピングは、数値付加記号付き文字格付で示されるソブリンの格付要因のスコアを、ファイナンス・カンパニーのスコアカードに用い
る数値スコアに変換するものである。

出所：ムーディーズ

図表 8

ソブリン格付手法のイベント・リスクに対する感応性の格付要因のスコアリング
イベント・リスクに対する感応性

対応する数値スコア

aaa

1

aa

2

a

4

baa

7

ba

10

b

14

caa

18

ca

19

出所：ムーディーズ

業界リスクの指標のサブ要因スコアは、業界リスクのセクションの表に基づいて付与する。それらの文
字格付カテゴリー（Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca）で表されるスコアを図表 6 にしたがって数値ス
コアに変換する。
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3. 調整後財務プロファイルの決定
国ごとに、マクロレベル指標のスコアと発行体の全体的な業界リスクのスコア（このスコアは、当該国
におけるファイナンス･カンパニーの個々の事業部門の業界リスクスコアに基づく）を、図表 9 に示す
動的ウェイト付けを用いて統合する。その結果が、発行体の当該国における事業環境のスコアである。
動的ウェイト付けはマクロレベル指標のスコアを基準とする。マクロレベル指標が低くなるほど、適用す
るウェイトを高めることにより、マイナスの影響を与える場合を除き、マクロレベル指標が事業環境のス
コアに影響しないようにする。業界リスクのサブ要因スコアに適用するウェイトは、100%からマクロレベ
ル指標の要因スコアに適用するウェイトを差し引いて算出する。各要因の数値スコアにその要因のウ
ェイトを乗じた数字を合計し、ウェイト適用後合計サブ要素スコアを導出する。図表 9 は、動的ウェイ
ト付けがどのように影響するかを、数値記号付き文字格付に対する影響で示したものである。
図表9

事業環境の要因スコアを統合し、事業環境のスコアを導出*

* マクロレベル指標の要因スコアが業界リスクの要因スコアより高い場合、マクロレベル指標のウェイトは0%である。

出所：ムーディーズ

ファイナンス・カンパニーが複数の国で重要な事業を展開している場合、上述した国レベルの事業環
境スコアの加重平均を参照し、各国の事業の規模と重要性に応じて、全体的な事業環境のスコアを
付与する。ウェイトは、リスク・リターンのセクター/地域への配分を表しており、ムーディーズが予想す
る持続可能な収益水準に基づいている。しかし、収益が利益またはリスクと比例していない場合、ウ
ェイトを調整する可能性がある。算出した加重平均の小数点を四捨五入した数値を図表 6 にしたが
って要因スコアに変換する。一部の限定的なケースでは、例えば特定の国・セグメントのリスクが業
務・事業リスク・プロファイルに多大な影響を与えることを反映させるため、加重平均スコアと異なるス
コアを付与することがある。
発行体の事業に占める比重が大きく、関連情報が入手できる国については、通常、それらの国にお
ける主要事業部門の事業環境スコアを個別に算出する 28。次に、それらのスコアの加重平均を基に、
全体の事業環境のスコアを付与する。事業部門の重要性が低い場合や、発行体が事業部門別の
詳細な情報を開示しない、あるいは事業構成が大きく変化するとムーディーズが予想する場合、ム
ーディーズはその国または地域の事業部門別内訳を推定し、それに基づいて業界リスクのスコアを
付与することがある。
国別ではなく地域別で情報が開示される場合、次の 2 つのアプローチのいずれかをとる。地域内で
発行体の事業に大きな比重を占める国々のマクロレベル指標が似通っている場合、通常、それらの
国々の中でムーディーズが地域を代表するとみなす国のマクロレベル指標のスコアを用いて、地域
の業界リスクのスコアを付与する。地域内で発行体の事業に大きな比重を占める国々のマクロレベ
ル指標に大きなばらつきがある場合、ムーディーズは通常、各国の事業の比率を推定する。次に、
基礎となるスコアの加重平均を基に全体の事業環境のスコアを付与する。
財務プロファイルと事業環境の要因スコアも動的ウェイト付けの概念を用いて統合する。動的ウェイト
付けは、図表 9 に示す事業環境のスコアを基準とする。このサブ要因のスコアが低くなるほど、適用
するウェイトを高める。各要因の数値スコアにその要因のウェイトを乗じ、得られた数値を合計してウェ
イト適用後の合計調整後財務プロファイルスコアを算出する。図表 10 に示すように、事業環境のス
28
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コアはファイナンス・カンパニーの財務プロファイルスコアを引き下げる方向のみに作用する。したがっ
て、事業環境のスコアが財務プロファイルのスコアと同一もしくはそれを上回る場合、事業環境に適
用するウェイトは 0%である。一方、事業環境のスコアが「Baa」以下、且つ財務プロファイルのスコアよ
り低い場合、事業環境のスコアは調整後財務プロファイルにマイナスの影響を与える。
図表10

事業環境と財務プロファイルのスコアを統合し、調整後財務プロファイルのスコアを導出*

*

事業環境のスコアが財務プロファイルのスコアと同一もしくはそれより高い場合、事業環境のウェイトは0%。.

出所：ムーディーズ

4. スコアカードが示唆する単独ベースの全体的な評価を決定
「事業プロファイルと財務方針」のセクションで詳細に述べたように、調整後財務プロファイルのスコア
を直接 1 ノッチまたは複数ノッチ調整することにより、次に挙げる 4 つのサブ要因をスコアカードに織り
込む。
»

事業の分散、集中および営業基盤の位置付け

»

不透明性と複雑性

»

行動特性/リスクマネジメント

»

流動性管理

調整ノッチ数は整数とする。上方調整は、数値付加記号付き格付で表されるスコアを引き上げ（例：
Baa1 から A3 へと 1 ノッチ引き上げ）、数値スコアを引き下げる（例：8 から 7 に引き下げ）。下方調整
は、数値付加記号付き格付で表されるスコアを引き下げ（例：Baa1 から Baa2 へと 1 ノッチ引き下げ）、
数値スコアを引き上げる（例：8 から 9 に引き上げ）。
調整後財務プロファイルにノッチ調整を適用したものが、自国通貨建てソブリン債務格付の影響を考
慮する前のスコアカードが示唆する単独ベースの評価である。この単独ベースの評価は、自国通貨
建てソブリン債務格付の影響を考慮することにより、引き下げられる可能性がある。ソブリンの信用力
が他の発行体に与える影響を検討したムーディーズのクロス・セクター格付手法を参照されたい 29。
このようにして得られるソブリンまたは親会社による制約を考慮後の数値付加記号付き文字格付は、

29
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スコアカードが示唆する単独ベースの評価（数値付加記号付き文字格付スケール上の 3 ノッチのレ
ンジで表される）の中間点に位置する 30。
最終的な単独ベースの評価は格付スケール上の 1 つの数字付加記号付き文字格付で表され、上
述した 3 ノッチのレンジに収まることも、そうでないこともあるが、ほとんどの場合、レンジ内に収まる。
連結財務諸表に基づくスコアカードは、コーポレート・ファミリーの単独ベースの評価を示す。

5. 関係者および政府からのサポートの適用
非キャプティブ・ファイナンス・カンパニーについては、該当する場合は JDA の枠組みを適用して関係
者からのサポートを織り込み、次に、政府サポートを織り込む。関係者からのサポートの評価は、発行
体の単独ベースの評価に加えるアップリフトのノッチ数のレンジ 31として示される。関係者からのサポ
ートを考慮後、付与された単独ベースの評価には、通常、示唆されたレンジの関係者からのサポート
によるアップリフトが織り込まれているが、アップリフトのノッチ数がこのレンジを越える場合もある。JDA
を適用した政府サポートの評価でも、アップリフトのノッチ数のレンジが示される 32。付与されたコーポ
レート・ファミリー/発行体格付は通常、示唆されたレンジの政府サポートによるアップリフトを織り込ん
でいるが、アップリフトのノッチ数がこのレンジを越える場合がある。また、全てのケースで、付与された
コーポレート･ファミリー/発行体格付には自国通貨建て債務のカントリーシーリングが織り込まれる。
付録 3 で JDA の枠組みを説明する。付録 4 では、JDA をどのように用いて、関係者および政府から
のサポートが最終的な単独ベースの評価に与えるプラスの影響（あるとすれば）を決定するかを説明
する。
親会社からのサポートの評価方法については、キャプティブ・ファイナンス・カンパニーの格付手法を
参照されたい 33。

6. 証券格付の決定
「発行体レベルおよび証券レベルで考慮する要素の検討」のセクションを参照されたい。
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30

ソブリンまたは親会社による制約を考慮後の数値付加記号付き文字格付が aaa に相当する場合、中間点は aaa、それ
に基づくレンジは aaa から aa1 である。ソブリンまたは親会社による制約を考慮後の数値付加記号付き文字格付が ca
に相当する場合、中間点は ca、それに基づくレンジは caa3 から ca である。

31

示唆されるアップリフトのノッチ数はゼロの場合もあれば、1 以上の場合もある。

32

示唆されるアップリフトのノッチ数はゼロの場合もあれば、1 以上の場合もある。

33

ムーディーズのセクターおよびクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照され
たい。
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付録 2：財務プロファイル — 比率の基準値
レンダー：主要要因、指標、スコアのガイドラインの要約
主要要因とサブ要因のウェイト
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

> 8.5%

5.5 - 8.5%

2.5 - 5.5%

1 - 2.5%

0.5 - 1%

0 - 0.5%

(2.5) - 0%

< (2.5)%

> 50%

31 - 50%

16 - 31%

12 - 16%

8 - 12%

4 - 8%

(15) - 4%

<(15)%

0.75 - 2%

2 - 4%

4 - 7%

7 - 10%

> 10%

1.5 - 3%

3 - 5%

5 - 8%

8 - 15%

> 15%

60 - 120%

40 - 60%

5 - 40%

< 5%

財務プロファイル
収益性 (10%)
純利益/平均管理資産 (10%)
自己資本の充実度とレバレッジ (25%)
有形普通株主資本/有形管理資産 (25%)
資産の質 (20%)†
不良債権/総貸出 (10%)

< 0.25%

純貸倒償却/平均総貸出(10%)

< 0.5%

0.25 -0.5% 0.5 - 0.75%
0.5 - 1%

1 - 1.5%

キャッシュフローと流動性 (45%)†
300 - 400% 200 - 300% 120 - 200%

満期有利子負債カバレッジ (10%)

> 400%

FFO/有利子負債総額 (15%)

> 65%

45 - 65%

30 - 45%

20 - 30%

12.5 - 20%

5 – 12.5%

0 - 5%

< 0%

0%

0 - 8%

8 - 15%

15 - 30%

30 - 45%

45 - 60%

60 - 80%

> 80%

有担保負債/総有形資産(20%)

† 上表のサブ要因のウェイトは、全ての指標が利用可能な状況において適用するウェイトを示している。資産の質のスコアを付与するためには、不良債権/総貸出あるいは純貸倒
償却/平均総貸出の少なくとも 1 つが必要とされる。これらの指標の一方が利用できない場合、初期スコア、付与スコアのいずれについてもその指標のウェイトをもう一方の指標
のウェイトに加算することにより再配分する。キャッシュフローと流動性のスコアを付与するためには、満期有利子負債カバレッジあるいは FFO/有利子負債総額の少なくとも 1 つ
が必要とされる。FFO/有利子負債総額が利用できない場合、初期スコア、付与スコアのいずれについてもそのウェイトを満期有利子負債カバレッジの指標のウェイトに加算するこ
とにより再配分する。向こう 12 ヵ月で満期を迎える負債（比率の分母）がないため満期有利子負債カバレッジを算出できない場合、初期スコアについてはそのウェイトを FFO/有利
子負債総額のウェイトに加算することにより再配分する。付与スコアは、サブ要因の検討において述べた評価方法に従い、上表のウェイトを適用して評価する。

出所：ムーディーズ

レッサー：主要要因、指標、スコアのガイドラインの要約
主要要因とサブ要因のウェイト
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

純利益/平均管理資産(10%)

> 8.5%

5.5 - 8.5%

2.5 - 5.5%

1 - 2.5%

0.5 - 1%

0 - 0.5%

(2.5) - 0%

< (2.5)%

EBITDA/(支払利息・優先株配当) (x) (5%)

> 8.5x

7.5 - 8.5x

6.5 - 7.5x

4 - 6.5x

3 - 4x

1 - 3x

0.5 - 1x

< 0.5x

有形普通株主資本/有形管理資産 (15%)

> 50%

35 - 50%

27 - 35%

20 - 27%

14 - 20%

11 - 14%

8 - 11%

< 8%

有利子負債/EBITDA (x) (10%)

< 0.5x

0.5 - 1.5x

1.5 - 2.5x

2.5 - 3.5x

3.5 - 4.5x

4.5 - 6.5x

6.5 - 10.0x

> 10x

< 10%

10 - 50%

50 - 100% 100 - 200% 200 - 300% 300 - 400% 400 -500%

財務プロファイル
収益性 (15%)

自己資本の充実度とレバレッジ (25%)

資産の質 (15%)
リース残存価値のエクスポージャー/
有形普通株主資本 (15%)

> 500%

キャッシュフローと流動性 (45%)†
満期有利子負債カバレッジ (10%)

>400%

FFO/有利子負債総額 (15%)

> 65%

45 - 65%

30 - 45%

20 - 30%

12.5 - 20%

5 – 12.5%

0 - 5%

< 0%

0%

0 - 8%

8 - 15%

15 - 30%

30 - 45%

45 - 60%

60 - 80%

> 80%

有担保負債/総有形資産 (20%)

300 - 400% 200 - 300% 120 - 200% 60 - 120%

40 - 60%

5 - 40%

< 5%

† 上表のサブ要因のウェイトは、全ての指標が利用可能な状況において適用するウェイトを示している。キャッシュフローと流動性のスコアを付与するためには、満期有利子負債カ
バレッジあるいは FFO/有利子負債総額の少なくとも 1 つが必要とされる。FFO/有利子負債総額が利用できない場合、初期スコア、付与スコアのいずれについてもそのウェイトを
満期有利子負債カバレッジのウェイトに加算することにより再配分する。向こう 12 ヵ月で満期を迎える負債（比率の分母）がないため満期有利子負債カバレッジを算出できない場
合、初期スコアについてはそのウェイトを FFO/有利子負債総額のウェイトに加算することにより再配分する。付与スコアは、サブ要因の検討において述べた評価方法に従い、上
表のウェイトを適用して評価する。

出所：ムーディーズ
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BDC：主要要因、指標、スコアのガイドラインの要約
主要要因とサブ要因のウェイト
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

> 8.5%

5.5 - 8.5%

2.5 - 5.5%

1 - 2.5%

0.5 - 1%

0 - 0.5%

(2.5) - 0%

< (2.5)%

> 50%

35 - 50%

25 - 35%

17.5 - 25%

10 - 17.5%

0 - 10%

(25) - 0%

< (25)%

財務プロファイル
収益性 (10%)
純利益/平均管理資産 (10%)
自己資本の充実度とレバレッジ (35%)
資産カバレッジ比率のクッション (35%)
資産の質 (20%)
不良債権/総貸出 (10%)
シニア有担保貸出/投資総額 (10%)

< 0.25%
> 95%

0.25 -0.5% 0.5 - 0.75%
90 - 95%

85 - 90%

0.75 - 2%

2 - 4%

4 - 7%

7 - 10%

> 10%

70 - 85%

55 - 70%

45 - 55%

35 - 45%

< 35%

60 - 120%

40 - 60%

5 - 40%

< 5%

30 - 45%

45 - 60%

60 - 80%

> 80%

キャッシュフローと流動性 (35%)
満期有利子負債カバレッジ (20%)
有担保負債/総有形資産 (15%)
出所：ムーディーズ

> 400%
0%

300 - 400% 200 - 300% 120 - 200%
0 - 8%

8 - 15%

15 - 30%

サービス・プロバイダーおよびその他：主要要因、指標、スコアのガイドラインの要約
主要要因とサブ要因のウェイト
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

> 8.5%

5.5 - 8.5%

2.5 - 5.5%

1 - 2.5%

0.5 - 1%

0 - 0.5%

(2.5) - 0%

< (2.5)%

> 8x

7 - 8x

6 - 7x

5 - 6x

3.5 - 5x

1 - 3.5x

0.5 - 1x

< 0.5x

有形普通株主資本/有形管理資産(10%)

> 20%

16 - 20%

12 - 16%

8 - 12%

4 - 8%

0 - 4%

(10) - 0%

< (10)%

有利子負債/EBITDA (x) (25%)

< 0.5x

0.5 - 1.5x

1.5 - 2.5x

2.5 - 3.5x

3.5 - 4.5x

4.5 - 6.5x

6.5 - 10.0x

> 10x

300 - 400% 200 - 300% 120 - 200% 60 - 120%

40 - 60%

5 - 40%

< 5%

5 – 12.5%

0 - 5%

< 0%

財務プロファイル
収益性 (30%)
純利益/平均管理資産 (10%)
EBITDA/(支払利息・優先株配当) (x) (20%)
自己資本の充実度とレバレッジ (35%)

キャッシュフローと流動性 (35%)†
満期有利子負債カバレッジ (10%)

> 400%

FFO / 有利子負債総額 (25%)

> 65%

45 - 65%

30 - 45%

20 - 30%

12.5 - 20%

† 上表のサブ要因のウェイトは、全ての指標が利用可能な状況において適用するウェイトを示している。キャッシュフローと流動性のスコアを付与するためには、満期有利子負債カ
バレッジあるいは FFO/有利子負債総額の少なくとも 1 つが必要とされる。FFO/有利子負債総額が利用できない場合、初期スコア、付与スコアのいずれについてもそのウェイトを
満期有利子負債カバレッジのウェイトに加算することにより再配分する。向こう 12 ヵ月で満期を迎える負債（比率の分母）がないため満期有利子負債カバレッジを算出できない場
合、初期スコアについてはそのウェイトを FFO/有利子負債総額のウェイトに加算することにより再配分する。付与スコアは、サブ要因の検討において述べた評価方法に従い、上
表のウェイトを適用して評価する。

出所：ムーディーズ
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付録 3：サポート評価における複合デフォルト分析の使用
ムーディーズは複合デフォルト分析の枠組みを用いてサポート水準を予想する。複合デフォルト分析
は、ある債務のデフォルトリスク（従ってデフォルト損失）は、主債務者と、主債務者にサポートを提供
する可能性のある別の（単数または複数の）主体の両者のパフォーマンスに依存するという考え方に
基づくものである。複合デフォルト分析によって得られる主な利点は、一貫した透明性のあるアプロー
チによって、契約に定められていない概して不確実な外部サポートを織り込めることである。とはいえ、
格付を決定するのはムーディーズの判断であって、モデルではないことに変わりはない。
ファイナンス・カンパニーに対する複合デフォルト分析の枠組みでは、積み上げ型アプローチに従って、
提供される可能性のあるサポートを評価する。積み上げ型アプローチは、ファイナンス・カンパニーに
外部サポートが提供される場合、どのような順序で提供されるかを示したものである。各サポート提
供者は、ファイナンス・カンパニーにサポートを提供する能力と意思について評価される。サポート提
供能力については、サポート提供者の単独の評価、公的セクターの主体によるサポートの場合はサ
ポート提供者の自国通貨建て格付に基づいて評価する。サポート提供の意思については、必要な場
合にサポートが提供される可能性についてのムーディーズの意見に基づいて評価する。サポート提
供者とサポート対象の双方がデフォルトする確率は、(a)いずれか一方がデフォルトする確率と、(b)一
方がすでにデフォルトを起こしており、その条件の下で、もう一方がデフォルトする確率によって決まる。
これを、事象 A と事象 B について、代数で次のように表すことができる。
P(A and B) = P(A | B) x P(B)

(1)

P(A and B) = P(B | A) x P(A)

(2)

または、

事象 A は「債権者 A 自身の債務でのデフォルト」とし、事象 B は「債務者 B 自身の債務でのデフォ
ルト」とする。同様に「A and B」は「債務者 A、債務者 B 双方の債務でのデフォルト」すなわち債務者
双方のデフォルトとする。P(x)は、事象「x」が起こる確率、P(x|y)は「y」の発生を条件として「x」が起こる
条件付き確率と定義される。
条件付きデフォルト確率、P(A|B)および P(B|A)を推定するには、債務者双方のデフォルト要因の間の
関係を考慮しなければならない。P(A)、P(B)、P(A|B)、P(B|A)の 4 つの確率はいずれも、信用補完が
ない場合のリスクを示すことを意図したものである。つまり、共同サポートまたは介入がない場合の、
債務者のデフォルトの可能性を示すものである。
式(1)または式(2)に示した条件付きデフォルト確率のいずれかを推定することによって、この問題への直
接の回答が得られるが、格付が低い方、あるいは信用補完を受ける側の企業の条件付きデフォルト確
率と、格付が高い方、あるいは信用補完を提供する側の企業の無条件デフォルト確率の最終結果に
注目する方が、より理解しやすいかもしれない。「格付が低い方の債務者 L のデフォルト」を L とし、「格
付が高い方の債務者 H のデフォルト」を H とすると、式(1)を次のように書き換えることができる。
P(L and H) = P(L | H) x P(H)

(3)

条件付き確率 P(L|H)が理論最大値(つまり 1)または最小値(つまり P(L))になる状況を想像することは
難しくない。この極端な結果を、順に例をとって検討してみよう。
»
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P(L | H) = 1 発行体の財務力が、格付の高い方の当事者の事業に密接に関連していると想定
する。例えば、1 社のサプライヤーが支配的なシェアを持つ競争の熾烈な流通市場で、流通業
者がデフォルトを起こすリスクは、サプライヤーの財務の健全性に大きく左右されるといえる。言
い換えれば、格付の高いサプライヤーがデフォルトを起こしたという条件下で流通業者がデフォ
ルトを起こす条件付き確率、P(L|H)は 1 に等しい。このシナリオでは、式(3)で表される、両者がデ
フォルトを起こす複合デフォルト確率 P(L and H)は P(H)となる。つまり、この場合の共同債務の格
付は、サプライヤーの格付に等しくなり、発行体 L の単独での格付にかかわらず、格付の上方調
整はない。
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»

P(L | H) = P(L) 格付の高い欧州の銀行が、格付の低い米国の農業関連企業に信用状を提供し
ていると想定する。農業関連企業自体が財務難に見舞われる可能性もあるが、農業事業の健
全性は、欧州の銀行のデフォルトにつながりうる要因とは一般的に関連性がない。このシナリオ
では、銀行のデフォルトが発生したという条件下で、農業関連企業のデフォルトが発生する条件
付きデフォルト確率、すなわち P(L|H)は、農業関連企業の単独でのデフォルトリスク P(L)に等しい。
つまり、事象 L と事象 H は互いに独立しているため、相関がない。この場合、複合デフォルト確
率は、単独でのデフォルト確率から推定して、P(L)*P(H)となる。こうした関係にある共同債務の
格付は通常、信用補完を提供する企業 H の格付より高くなる。

実際、格付の高い方の企業デフォルトを条件とした、格付の低い方の企業の条件付きデフォルトリス
クは、完全に依存している場合(P(L|H)=1)と、独立している場合(P(L|H)=P(L))の間のいずれかの地点
の値となる。
相関が中程度の場合
デフォルトリスクの関連が中程度の場合の推定を行う単純な方法を用いる。W を相関ウエイトとし、
W=1 は格付の低い方の企業と高い方の企業のデフォルトの依存度が最大の場合、W=0 は両社のデ
フォルト事象が完全に独立している(相関がゼロの)場合としよう。1 と 0 の間にある W の値は、両者の
デフォルト事象の依存度が中位であることを示す。
相関ウエイトを用いて、債務者 L と H の複合デフォルト確率を次のように表すことができる。
P(L and H) =W* P(L and H | W=1) + (1-W)* P(L and H | W=0)

(4)

あるいは、より簡潔に次のように表すことも可能である。
P(L and H) = W*P(H) + (1 - W)*P(L)* P(H)

(5)

言い換えると、債務者 2 者の単独での格付が決まれば、共同債務への格付を付与するには、相関
ウエイトさえ決定すればよいということである。
標準的調整
ムーディーズは通常、次に示す想定を JDA で使用する。
図表11

カテゴリー別のサポートの可能性の想定
サポート水準

下限

上限

政府または関係者による信用補完

95%

100%

非常に高い

70%

94.9%

高い

50%

69.9%

中位

30%

49.9%

低い

0%

29.9%

出所：ムーディーズ

図表12

カテゴリー別の依存度の想定
依存度

非常に高い

90%

高い

70%

中位

50%

出所：ムーディーズ

相対的なリスクと格付
ムーディーズは、格付をリスク指標にマッピングする。連続するリスク指標を区切る倍数は約 0.62 で
ある。例えば、JDA の目的上、1 ノッチのアップリフトは平均して 38%のリスク低下を意味する。この関
係は、Aaa/Aa1 を除く格付スケール上のどの地点でも成立している。Aaa 格付は信用リスクが最も低
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く、最高の信用力を持つとムーディーズが考える債務のみに付与されるため、Aaa と Aa1 を区切る倍
数は 0.10 である。これは、Aa1 から 1 ノッチのアップリフトにより Aaa に格付するためには、リスクが 10
分の 1 になるとみなす必要がある。これは、JDA においてはサポート提供者が Aaa 格付である場合の
方が、Aa 格付である場合より、サポート要因がアップリフトに強く作用することを意味する。
ある格付カテゴリーのリスク値と 1 段階下の格付カテゴリーのリスク値の幾何平均により算出されるリ
スク値のレンジを、格付に再びマッピングする。例えば、Baa2 の「0.62%」と Baa3 の「1.00%」の幾何平
均（これらの積の平方根）は 0.79%となる。債務者双方がデフォルトする P(L and H)の相対的なリスク
指標が 0.49%（Baa1 と Baa2 の幾何平均）以上、0.79%未満である場合、Baa2 にマッピングするが、
0.79%以上、1.27%未満（Baa3 と Ba1 の幾何平均）の場合は、Baa3 にマッピングする。
相対的なリスク値と JDA におけるアップリフトの基準を図表 13 に示す。
図表13

相対的リスク

リスク値からの格付検索

単独ベースの評価

リスク指標 (%)
(Baa3 = 1)*1

上限 (%)*2

サポート考慮後の評価

Aaa

0.00

0.01

Aaa

Aa1

0.02

0.03

Aa1

Aa2

0.03

0.04

Aa2

Aa3

0.06

0.07

Aa3

A1

0.09

0.11

A1

A2

0.15

0.19

A2

A3

0.24

0.30

A3

Baa1

0.38

0.49

Baa1

Baa2

0.62

0.79

Baa2

Baa3

1.00

1.27

Baa3

Ba1

1.62

2.06

Ba1

Ba2

2.62

3.33

Ba2

Ba3

4.24

5.39

Ba3

B1

6.85

8.72

B1

B2

11.09

14.11

B2

B3

17.94

22.83

B3

Caa1

29.03

36.93

Caa1

Caa2

46.98

59.76

Caa2

Caa3

76.01

96.69

Caa3

Ca

122.99

156.45

Ca

C

199.01

*1 小数点第 3 位を四捨五入
*2 ある格付水準に対する上限は、(1)その格付水準のリスク値と、(2)１段階下の格付水準のリスク値の幾何平均により算出される。この
表に示される上限は小数点 3 位が四捨五入されたものである。

出所：ムーディーズ
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付録 4：
関係者および政府からのサポート評価における複合デフォルト分析の使用
関係者からのサポートの可能性
ムーディーズは、関係者からサポートが提供される可能性を、「関係者による信用補完」、「非常に高
い」、「高い」、「中位」、「低い」に区分する。これらのカテゴリーは、サポートの可能性のレンジと結び
付けられる。
ムーディーズは、以下の考慮事項を評価して、サポートの可能性を判断する。
»

支配：グループが 100%所有し、支配している事業体はサポートを受ける可能性が高い。

»

ブランド：レピュテーションの維持というグループの自己利益のために、グループの名称とロゴを使
用する事業体はサポートを受ける可能性が高い。

»

規制。同一の規制当局の規制を受ける事業体は、サポートに関する規制上の障壁がないとす
れば、規制上の強制によりサポートを受ける可能性が高い。

»

地理：逆に、サポートを提供する事業体は、自国の政治的あるいは規制上の考慮事項によって、
海外子会社へのサポート提供が制約される可能性がある。

»

明文化されたサポート：コンフォート・レター、公的または私的な「キープウェル」アグリーメントは、
サポート提供の可能性の証左となり得る。

»

戦略的重要性：グループ戦略にとって重要な事業体は、売却される可能性が低く、サポートが
維持される可能性が高い。規模の大きい子会社は、小規模の子会社に比べ戦略的重要性が
高い場合が多い（ただし、常にそうであるとは限らない）。

»

財務上の結びつき：ムーディーズは、格付対象事業体の売却がグループの財務諸表および企
業戦略に与える影響を考慮する。グループに対する影響がネガティブであるほど、信用力が劣
る可能性のある機関への売却の可能性は低くなる。グループ内で多額の資金を調達している事
業体もサポートを受ける可能性が高いと考えられる。

»

親会社の方針。ムーディーズは、企業グループは本来的に関係者に対し支援的であると想定し
ているが、常にそうであるとは限らない。グループ企業のサポートを行わなかった、あるいはグル
ープ企業をデフォルトの直前に売却したことがあれば、サポートの可能性の評価を引き下げる場
合がある。

サポート提供能力
関係者が事業体にサポートを提供する能力を検討する際には通常、関係者自身の単独ベースの評
価を用いる。単独ベースの評価は通常、連結財務諸表に基づいて決定されるため（つまり、子会社
も含まれる）、サポート対象の事業体を除いた関係者の財務力をより正確に反映させ、サポート対象
の事業体自身の強さまたは弱さを関係者のサポート提供能力に織り込むことを避けるために、この単
独ベースの評価を修正する場合がある。
サポートがグループ内の特定の事業体ではなく、グループ全体から得られると考えられる場合、グル
ープ・レベルで想定する単独ベースの評価を用いることがある。これは、グループが単一の法人であ
るとした場合（すなわち、連結ベースの財務諸表に基づき）、ムーディーズが付与するであろう単独
ベースの評価である。ここでも、サポート対象の事業体を除くために単独ベースの評価を修正するこ
とがある。
このアプローチは、関係者またはグループに対する政府からのサポートが、問題となっている事業体
には提供されない可能性、また、事業体のサポートに使用される資源が関係者またはグループの単
独での能力の範囲内に限定される可能性を示唆している。ムーディーズは、政府からのサポートを
別途検討するため、このアプローチをとっている（下記参照）。ただし、個別の状況からみてそれが妥
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当である場合には、政府からのサポートを考慮した格付（通常、シニア無担保債務格付）をサポート
能力の指標として用いる場合がある。例えば、サポート対象が、複雑な相互関係等によりサポートを
提供する関係者と実質的に不可分の関係にあるため、政府からのサポートが関係者を通じて提供さ
れることがほぼ確実な場合である。
関係者が保険会社や事業会社など銀行ではない場合、デフォルト確率格付が利用可能であれば、
それも用いる可能性がある。

サポート提供者とサポート対象者の間の依存度
ムーディーズは通常、依存度を、「非常に高い」、「高い」、「中位」の 3 つのカテゴリーに分類する。た
だし、異なる見方を反映して、この分類から逸脱する場合もある。
ムーディーズは、次の主要要因に基づいて依存度を決定する。
»

関係者間の統合度。グループ内の資金調達への依存度が高いほど、依存度を「高い」ではなく
「非常に高い」とみなす可能性が高い。

»

事業環境。関係者が事業を行う市場間の関係が密接であるほど、依存度を「高い」ではなく「非
常に高い」とみなす可能性が高い。これを評価する際には、事業ラインと商品のタイプ、および
地理的な所在地を検討する。

関係者からのサポート・ワークシートの例を図表 14 に示す。
図表14

関係者からのサポート・ワークシートの例
サポートを提供する関係者の所在国

XYZ国

サポートを提供する関係者

親会社

参照する信用評価
サポート提供者の信用力

BCA
baa1

依存度

非常に高い

単独ベースの 評価

サポート 水準

ノッ チ ン グ・ ガイ ダン ス
（ 最小- 中位- 最大）

適用するノッ
チ ン グ幅

関連者サポート を考慮し
た単独ベースの 評価

Ba1

高い

1- 1- 2

1

Baa3

出所：ムーディーズ

政府からのサポート
政府からのサポートに対するムーディーズのアプローチは、関係者からのサポートを評価するアプロー
チと類似している。ムーディーズの評価は、定性的で柔軟な性質を持つよう設計されており、金融機
関へのサポートに対する姿勢を決定する、捉えにくいことも多い現実的な変化を織り込むことができる
ようになっている。
ムーディーズは、公的主体（通常は政府だが、中央銀行あるいは国際機関の場合もある）による特
定の債権者クラスへのサポートの可能性を、その証券の公的な重要性が「政府による信用補完」
「非常に高い」「高い」「中位」「低い」の 5 つのカテゴリーのどれによって最も適切に反映されるかに基
づいて評価する。ムーディーズは、いくつかの考慮事項を分析し、サポート評価を決定する（最終的
には、各社の証券クラスごとに決定する）。
まず、全体的な公的サポートの枠組みを織り込む。ある格付対象証券に対する政府サポートの可能
性に関する全体的な評価は、関連する公的主体の全般的な姿勢と、公的主体が自身の信用力以
外にサポートを提供する上で直面する可能性のある制約要因についての理解により、大幅に調整さ
れる。
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次に、業界および事業体固有の事項（市場シェア、市場への影響、業務の性質、公的関与など）を
評価し、場合によってはサポートの可能性を引き上げる可能性がある。
政府サポート・ワークシートの例を図表 15 に示す。
図表 15

政府サポート・ワークシートの例
サポート提供者の信用力

XYZ国
Aa2

依存度

非常に高い

自国通貨建て銀行預金シーリング

Aaa
Aaa
Aaa
Aaa

サポートを提供する政府

自国通貨建てカントリー・シーリング
外貨建て銀行預金シーリング
外貨建てカントリー・シーリング

関連者サポート を考慮し た 単独ベース の 評価

サポート 水準

ノ ッチ ング ・ ガ イダンス
（ 最小-中位-最大）

適用する ノ ッチ
ング 幅

Baa3

High

2- 3- 5

3

自国通貨建て カ ント リ 付与された 自国 外貨建て カ ント リー・ シ 付与された 外貨
ー・ シーリング の 影響 通貨建て 格付
ーリング の 影響
建て 格付

0

A3

0

A3

出所：ムーディーズ
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付録 5：ファイナンス・カンパニーのストレステスト
ムーディーズはファイナンス・カンパニーの流動性を、市場イベントに対処する柔軟性と、ストレス下で
のオリジネーションのための資金調達能力という面から評価する場合がある。ストレステストはファイナ
ンス・カンパニーの資産構成と調達構造に応じて様々な形式をとり得る。ストレステストの結果は、調
整後サブ要因スコアおよび一部のノッチング要因のスコアを検討する際に参照する可能性がある。
また、定性的に格付に織り込む可能性もある。
流動性ストレステストの例を次に示す。
このストレステストの例は、（a）12-24 ヵ月間、無担保でも担保付でも資本市場から調達できない、（b）
負債は全て満期時に返済しなくてはならず、債務証書に含まれるプットオプションは行使される、（c）
全ての配当と利息を支払う、（d）全ての営業費用を支払う、（e）ポートフォリオを営業基盤の維持に
必要な水準まで補充できるように、新規事業の資金調達が継続的に行われる、という想定を織り込
んでいる。様々なストレス状況下で必要となる現金を調達するための詳細な計画と、手元流動性に
加えて確実な代替流動性源を有するファイナンス・カンパニーは、ムーディーズのストレスシナリオに
おいて、最も高く評価される。
このテストにおいて、極めて確実な流動性源とみなされるオンバランスの項目は、現金と Aaa 格の政
府・地方政府債および政府機関債である。偶発事象に備えた極めて確実な流動性コミットメントとみ
なされるのは、銀行が提供する満期 1 年以上の無担保のコミットメントラインである。ここでいう負債に
は、オンバランスとオフバランス、有担保と無担保、リコースとノンリコースのいずれの負債も含まれる。
ノンリコース負債（証券化商品など）を通常、分析に含めるのは、ファイナンス・カンパニーがこれらの
負債の返済に自社のキャッシュフローを用いる必要はないとはいえ、これらの負債は主要な調達源
としての役割を果たすとみられ、これらの調達源が利用できなくなれば、取引量が減少し、ファイナン
ス・カンパニーの営業基盤が毀損されるからである。
また、資産の質のパフォーマンスと利ざやの不確実性を反映させるため、営業キャッシュフローとポ
ートフォリオのキャッシュフローについても、ストレスケースを用いたストレステストを行う。さらに、信用
市場の力学の地域差も、必要に応じて分析に織り込む。
現実に流動性が逼迫する期間に、使途に制約のない質の高い資産を持つファイナンス・カンパニー
は、資産売却や、正味ポートフォリオの減少につながる新規事業の縮小によって、流動性を生成で
きる可能性がある。このような手段での流動性の確保は、キャッシュフローのタイミングと金額が不確
実であることや、新規事業を大幅に縮小した場合、営業基盤が毀損することから、分析においては
二次的で重要性の低い考慮事項である。
ファイナンス・カンパニーの向こう 12-24 ヵ月の流動性の分析に加え、ムーディーズはより長期的な分
析も行い、どの時期にも多額の借り換えの必要性が生じないように満期が適切に構成されているかど
うかを評価する。また、流動性モニタリングとコントロール体制の厳密さ、ならびに偶発事象発生時の
対応策と流動性ストレステストの評価も行う。
BDC については、上述の基準を適用する他に、BDC の自己資本が公正価値から減少する可能性と、
それに伴う ACR および ACR クッションの低下幅を推定する。ムーディーズは、2008-2009 年の金融
危機時に各投資タイプの公正価値が最大でどれだけ減少したかの観察に基づき、公正価値を推定
する。
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付録 6：BDC の信用特性について
BDC に特有の信用特性
BDC は米国のモノラインの企業向けファイナンス・カンパニーで、設立許可書で定められた規制上の
制限とレバレッジド・レンディング中心のビジネスに起因する特有のリスクと強みを持つ。
BDC は規制上の資産カバレッジ比率（ACR）制限 34の違反、あるいはクレジットファシリティの ACR コ
ベナンツへの抵触から生じるイベント・リスクに対し特に脆弱である。ACR コベナンツは規制上の所要
水準より厳しい水準に設定される可能性がある。このコベナンツに抵触した場合、通常、貸し手はデ
フォルト事由を宣言し、債務償還を加速するため、BDC にとって ACR コベナンツの抵触は極めて重
大な流動性リスクである。ACR コベナンツの抵触は一般に、未実現損失（評価損失）または実現損
失による自己資本の減少を通じて発生する。そのため、ムーディーズは、BDC のポートフォリオ構成
と資本バッファー比でのポートフォリオの集中を評価することにより、BDC の ACR コベナンツ抵触の可
能性を評価する。また、規制上の最低所要比率に抵触する可能性と、ローン契約のコベナンツで設
定された基準に抵触する可能性も評価する場合がある。一般に、規制上の最低所要比率に抵触す
る方が、信用力にはるかに大きなマイナスの影響を与える。
BDC は、規制上の所要 ACR によりレバレッジに上限が課されるため、他の金融機関に比べ自己資
本水準が非常に高い。レバレッジが比較的低いため、一般に債権者は、BDC の非上場ミドルマーケ
ット企業向けローンに内在する信用パフォーマンスの変動性の高さから保護される。ACR がコベナン
ツに抵触する水準まで低下した場合でも、資産（簿価ベース）で負債を全額カバーできなくなる状況
に至るまでには、資産価値がその時点からさらに相当程度減少しなくてはならない。これは、予想デ
フォルト時損失が低くなることを意味する。
とはいえ、BDC は内部留保および株式発行も規制により制限される。第一に、規制投資会社（RIC）
である BDC は、利益の非常に大きな割合を配当として分配することを義務付けられているため、内
部留保による資本の蓄積が制約される。第二に、自社の株価が純資産価額（NAV）を下回る価格で
取引されている場合、新株発行が制限される。

ムーディーズの関連リサーチ
信用格付は、主にセクター別信用格付手法によって決定される。幅広い格付手法（1 つ以上のクロ
ス・セクター格付手法）における考慮事項が、発行体および債券の信用格付の決定時に重要となる
こともある。セクターおよびクロス・セクター格付手法の一覧については、ムーディーズ・ジャパンのウェ
ブサイトを参照されたい。信用格付の過去の精緻度および予測能力をまとめたデータは、こちらのリ
ンクに掲載されている。
さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
Moody’s Basic Definitions for Credit Statistics （User’s Guide） はこちらを参照されたい。
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1940 年投資会社法は、資産カバレッジ比率を有利子負債以外の債務を控除後の総資産の債務残高に対する比率と
定義している。中小企業庁（Small Business Administration, SBA）プログラムからの借入等、いくつかのタイプの債務は比
率に算入しない。
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